
2023 年 2 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） 

■事前申込受付開始 

 1 月 28 日（土）より事前申込の受付がはじまりました。 

 皆様と一緒に多くの学びが得られるよう準備をしております。 

皆様の多くのご参加をお待ちしております。 

一般演題の発表者の方についても参加申込が必要ですのでよろしくお願い致します。 

■ポイントの付与に関して 

 当日の L I V E 配信への参加のみ、2 ポイントが付与されます。オンデマンド配信のみの視聴では付与

されませんのでご注意下さい。 

■学会参加登録について 

 参加登録の際に「ユーザー名という項目に何を入力すればよいかわからない。」というご質問をいただ

いておりますので、お伝えいたします。 

 「ユーザー名」は WEB 学会へのログインの際に必要になります。自由に決めていただいて構いません

が忘れたり、お間違いのないようにご注意下さい。 

 例：nagasaki1234  ※半角英数字のみ使用できます 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagasaki-ot.com/otgakkai/
mailto:info-gakkai29@nagasaki-ot.com


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

【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 

✓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 

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

【現職者共通研修のお知らせ】 

■テーマ：作業療法の可能性 (ACT しまばら 兼元博康氏) 

■開催日時： R5.2.17（日）19：00～20：30 

■申し込み締め切り：2023 年 2 月 10 日 

■開催方法: zoom 

■参加費：1 コマ 1000 円  

支払いはイベントペイでのお支払いとなります。 

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


申し込み後に担当者からイベントペイのお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

ルは参加費の払い戻しができない場合があります。 

お問い合わせ: 長崎県作業療法士会 教育局 担当 岡本康宏 

kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com 

注意事項 

※講義資料は開催日が近くなってから資料をお送りしますのでメールアドレスは 

 PDF ファイルが開けるものを記載し受診制限などしておられる場合は注意してください。 

※カメラ on 音声ミュートの状態で参加して頂きますので必ずカメラ付きのデバイスでご参加ください 

※日本作業療法士協会費、長崎県作業療法士会費を納入済みの方が参加条件となりますのでもし未納で

したら速やかに納入して申し込みをして下さい 

■申し込みリンク 

https://forms.gle/X6B3itcLHnceKekPA 

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

【令和４年度 地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修会】 

開催要項 

 １．趣旨 

      地域包括ケアシステムの構築に向け、地域リハビリテーション活動を推進することが可能な理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士を養成するための教育研修を実施する。 

  ２．開催団体 

       公益法人長崎県理学療法士協会・一般社団法人長崎県作業療法士会・一般社団法人 

    長崎県言語聴覚士会・特定非営利活動法人ナガサキリハビリテーションネットワーク 

   （長崎県リハビリテーション支援センター） 

 ３．実施内容 

      地域包括ケアシステム構築に向け、介護予防事業及び地域ケア会議等の市町や地域包括支援セ

ンターが行う事業・会議において、住民の方々への生活支援に活かせる助言等を行える理学療

法士・作業療法士・言語聴覚士を養成する。 

 

○平成 27 年から 29 年間の３年間に長崎県から委託を受け開催された「地域包括ケアに資する地域

リハビリテーション専門職認定研修事業」（４日間コース）の後続の 2 日間コースのカリキュラ

ムを、オンライン研修で開催する。またこの研修会は、過去のコース修了者のブラッシュアップ

研修も兼ねるものとする。 

 

mailto:kyouikukyoku.ot.nagasaki@gmail.com
https://forms.gle/X6B3itcLHnceKekPA


○カリキュラム概要 

 １）地域リハと地域包括ケア 

 ２）通所リハ・訪問リハにおける自立支援 

 ３）重度化防止と介護予防 

 ４）住民主体の通いの場と地域ケア会議  

    ５）新型コロナウィルス感染症について など全部で 16 テーマ（プログラム） 

 

○研修修了者には修了書を発行する。（全プログラムを受講した方） 

○修了者氏名リストについて 

 市町事業推進のために修了者氏名リストを当該圏域の地域リハビリテーション広域支 

      援センター等に提供します。（目的以外の使用はいたしません。） 

    ○訪問リハ振興財団への登録について 

本研修会終了後、（平成 30 年より三士会合同開催の「訪問リハビリ実務者研修会」も兼ねてい

る）訪問リハ振興財団へ「訪問リハビリ実務者研修会」受講者として登録するための手続きを

行います。 

  ４．開催日 

    １日目：令和５年３月４日（土）９時～17 時予定 

    ２日目：令和５年３月５日（日）９時～1６時１５分予定 

  ５．開催方法 

    オンラインでの開催（講義とワークショップ） 

 ６．参加費 

    無料 

 ７．定員 

    １００人以内（定員は運営の都合で 100 人以内とします。先着順とします。） 

 ８．申込み 

   １）締め切り日：２月１５日（水） 

   ２）申込み方法：メール、FAX にて ①氏名 ②職種 ③所属施設名 ④研修会受講 

     経験の有無（受講年度 初めて）を明記の上お申し込み下さい。 

   ３）申込み先：各専門職団体事務局 

           https://forms.gle/7YTPcZ3D6rKbDF9E9 

 ９．参加資格 

   １）各団体（長崎県理学療法士協会・長崎県作業療法機会・長崎県言語聴覚士会）が 

     定めた基準を満たしている方。 

https://forms.gle/7YTPcZ3D6rKbDF9E9


※島嶼部において上記の基準は満たさないが、圏域の地域リハビリテーション広域支援セ  

ンターの推薦を受けた方は可能とする。 

   ２）平成 27 年から令和元年に開催された「地域包括ケアに資する地域リハビリ 

     テーション専門職認定研修」を修了した方。 

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

【第 31 回 長崎作業・支援技術研究会】 

■日時：2 月 21 日（火）17：30～19：00  

ZOOM での開催（10 分前から入室できます） 

■話題提供：「介護保険～区分支給限度額を意識した退院支援の考え方～」 

       合同会社エイジングエスコート 代表 松尾郁弥  

■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/VTkipymvLhVLnxrB8 

 

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 

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

【令和４年度 九州作業療法士会長会主催「リーダー養成研修会」】 

１．趣 旨 

 九州作業療法士会長会は、九州 8 県（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）各県の作

業療法士で組織する職能団体（各県作業療法士会・以下県士会）が集まり、九州の作業療法士の資質向上

を図ることを目的とした団体です。発足から約 30 年にわたり、学会や各種研修などの事業を企画・開催

してきました。 

そのひとつであるリーダー養成研修会は、2008 年よりコーチングスキルを高める研修からスタートし、

近年では大規模災害支援、共通課題に対する解決方法を複数年で深めるなど、各県士会団体や臨床組織

をリードする人材養成に取り組んできました。 

今年度の研修会では、起業や専門分野での先進的な取り組みといった、実際に社会の中で「リアルなリー

ダーシップ」を発揮されている方の講演を中心に企画を行うことにしました。講師の先生から今の自分

を動かした原点、それを実現するために行ってきた経験、組織運営に必要なマネージメント力などとい

ったお話をお聞きすることで、これからリーダーを目指す方や、現在職場で中堅・トップとしてまとめる

https://forms.gle/VTkipymvLhVLnxrB8


立場にある方たちが、刺激やヒントを得られる場になればと考えております。また、今はリーダーという

立場に興味がない、という方に対しても組織の中での個人の在り方、組織に所属するという事を考える

機会になればと考えております。 

２．主 催 

  九州作業療法士会長会 

３．開催日時 

  令和 5 年 2 月 22 日（水）19:00～21:00（18:30 受付開始） 

4．開催方法 

  オンライン研修 

5．定 員 

200 名  

6．受講対象者 

  九州各県の作業療法士会に所属する会員 

7．参加費 

  ○九州各県作業療法士会 会員：無料 

  ○その他の方：3,000 円 

8．申込方法 

下記 URL よりお申し込みください。 

https://onl.sc/sYeaMKy 

※資料や Zoom ミーティング情報を配信しますので、携帯電話会社のキャリアメールアドレス

（@docomo.ne.jp，@ezweb.ne.jp，@softbank.ne.jp 等）の使用はご遠慮ください。 

9. 申し込み締切 

  令和 5 年２月 15 日（水） 

10．備考 

  日本作業療法士協会 生涯教育基礎ポイント ２ポイント付与 

11．お問合せ先 

  大分県作業療法協会 担当：小松 ooitaot@gmail.com 

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

【皿うどん太麺のご案内】 

■日時：2023年2月16日（木）17：30～ Zoomにて開催 

■内容：文献抄読 

    ・幻聴に対する薬物療法以外の治療法 

    ・とかくアドヒアランスは統合失調症が低いとされるが、認知症は？ 

https://onl.sc/sYeaMKy
mailto:ooitaot@gmail.com


    ・認知症に対する音楽の有効性 

    ・統合失調症に対する認知リハは症状軽減するのか 

    ・双極性障害患者の心理教育プログラムの介入効果  など 

■参加費：無料 

■締め切り：2023年2月10日（金）まで 

■申込先：h.ot@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。 

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

【長崎地域リハビリテーション広域支援センター 令和4年度 長崎市ブロック研修会の開催について】 

今回の研修会では、長寿社会に伴って年々増加傾向にある認知症をテーマに、認知症研究、地域づくり

のスペシャリストである京都橘大学の小川先生にご講演いただきます。  

皆様にとって実り多い研修会になるものと存じますので、市内外問わず奮ってお申し込みください。  

 

■日 時: 令和 5 年 2 月 7 日 (火) 18:30~20:00 (18:00~受付開始)  

■研修形式: Zoom によるオンライン研修会 (音声ミュート、ビデオOFF)  

■講 師: 「認知機能が低下した方も暮らしやすい地域づくり(仮)」  

        京都橘大学 作業療法学科長 教授 小川 敬之 先生  

■対 象: 地域包括支援センター、ケアマネージャー、行政関係者、社会福祉協議会、 

        施設・病院スタッフ等  

■参 加 料: 無料 (定員 200名) ※先着順。定員になり次第締め切ります。  

■申し込み方法: 下記URL(もしくはQR コード)より必要事項ど入力の上お申し込みください。 

【https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJa0c5GwB330zJvZvKlpo7ZYxY3Wll1wE9yJxAGuqtB

BmTRA/viewform 】 

 ※申し込み締切:令和 5年 2月 3日 (金) 

                (ZoomのURLおよびID・パスワードは後日ご連絡いたします)  

■問い合わせ先  

長崎地域リハビリテーション広域支援センター  

協力病院 田上病院(平田)  

TEL:095-826-8186  

Mail:reha@tagami-hp.com  

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

【千葉県作業療法士会こども連携委員会主催研修会】 

＜研修の概要＞ 

詳細は千葉県作業療法士会ホームページおよび添付資料をご覧ください。  

mailto:h.o
mailto:h.pt@sazanami.or.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJa0c5GwB330zJvZvKlpo7ZYxY3Wll1wE9yJxAGuqtBBmTRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJa0c5GwB330zJvZvKlpo7ZYxY3Wll1wE9yJxAGuqtBBmTRA/viewform


https://www.chiba-ot.ne.jp/events/event/6373/ 

■テーマ 

レジェンドから学ぶ医療と福祉の具体的実践 ～地域連携の基本である相互理解を目指して 

■講師 

黒澤 淳二 氏、酒井 康年 氏、松本 茂樹 氏 

■日時 

2023 年 2 月 26 日(日) ZOOM  9：30～15：30(9：00～受付開始) 

■参加費  

千葉県作業療法士会会員以外の方 1500 円 

●参加方法● 

下記URLまたはQRコードから申し込みフォームに アクセスし必要事項を入力して送信してください。 

URL:https://forms.gle/DR6B36jeU8AbH13p8 

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

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

https://www.chiba-ot.ne.jp/events/event/6373/
https://forms.gle/DR6B36jeU8AbH13p8

