２０２２年度 生涯教育制度現職者選択研修会開催案内
年間予定
Ａ．2022 年 7 月 24 日（日）
Ｂ．2022 年 10 月 16 日（日）
Ｃ．2023 年 1 月 22 日（日）

9:00～17:15
9:00～17:00
9:00～17:15

生活行為向上マネジメント基礎研修①
精神障害領域の作業療法
生活行為向上マネジメント基礎研修②

（注）主な対象は基礎研修未修了者ですが、基礎研修修了者も受講可能（2 ポイント配布）
（注）生活行為向上マネジメント基礎研修①と生活行為向上マネジメント基礎研修②は同じ内容です

Ａ．生活行為向上マネジメント基礎研修①
日時： 2022 年 7 月 24 日（日） 9:10～17：00
会場： オンライン（zoom ミーティング）
8：50～9：00
9：00～10：30

受付・開会
講義「概論」

10：30～10：40

休憩

10：30～12：00

「演習」
10：30～11：40 シート記入解説
11：40～12：10 聞き取り演習①②

12：10～13：00

休憩

13：00～14：55

「演習②」
13：00～13：35 事例紹介・事例読み込み・すり合わせ
13：35～14：55 アセスメントシート作成

14：55～15：05

休憩

15：05～17 :10

「演習③」
15:05～15：35 プランシート作成
15:35～16：35 プラン立案
16:35～17：10 発表・解説・まとめ

17：10～17：15 閉会・受講確認
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 今井 寛人 氏
東北メディカル学院 藤嶋
介護老人保健施設しんごう

松森 和義 氏

上記研修会の申込み締め切りは、資料印刷の都合上、7 月 11 日（月）17：00 までです。
申込み方法は Google Forms を使用します。下記リンクから必要事項を入力して下さい。
https://forms.gle/RePqxbBRRLdty4QB7
スマートフォン、タブレット、PC から申し込み可能
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聖子 氏

Ｂ．精神障害領域の作業療法
日時： 2022 年 10 月 16 日（日） 9:10～17:00
会場： オンライン（zoom ミーティング）
9：10～09：30

受付・開会

9：30～11：00 「精神障害領域の基礎知識」
東北メディカル学院

木村 陽子 氏

11：10～12：40 「精神障害作業療法の展開方法」
東北メディカル学院
12：40～13：30

石井 幸美 氏

休 憩

13：30～15：00 「精神障害作業療法の実践」
生協さくら病院

佐々木 良範 氏

15：10～16：40 「精神障害作業療法のトピックス」
弘前愛成会病院
16：40～17：00

小山内 啓 氏

閉会・受講確認

上記研修会の申込み締め切りは、資料印刷の都合上、10 月 3 日（月）17：00 までです。
申込み方法は Google Forms を使用します。下記リンクから必要事項を入力して下さい。
https://forms.gle/b6d61BNUCMQ36Rxh8
スマートフォン、タブレット、PC から申し込み可能

Ｃ．生活行為向上マネジメント基礎研修②
日時： 2023 年 1 月 22 日（日） 9:10～17：00
会場： オンライン（zoom ミーティング）
8：50～9：00
9：00～10：30

受付・開会
講義「概論」

10：30～10：40

休憩

10：30～12：00

「演習」
10：30～11：40 シート記入解説
11：40～12：10 聞き取り演習①②

12：10～13：00

休憩
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13：00～14：55

「演習②」
13：00～13：35 事例紹介・事例読み込み・すり合わせ
13：35～14：55 アセスメントシート作成

14：55～15：05

休憩

15：05～17 :10

「演習③」
15:05～15：35 プランシート作成
15:35～16：35 プラン立案
16:35～17：10 発表・解説・まとめ

17：10～17：15 閉会・受講確認
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 今井 寛人 氏
東北メディカル学院 藤嶋
介護老人保健施設しんごう

聖子 氏

松森 和義 氏

上記研修会の申込み締め切りは、資料印刷の都合上、1 月 6 日（金）17：00 までです。
申込み方法は Google Forms を使用します。下記リンクから必要事項を入力して下さい。
https://forms.gle/1TdqXBPXu4Xc9AmCA
スマートフォン、タブレット、PC から申し込み可能

参加申し込みについて
１．申し込み方法
申し込みは Google Forms を使用します。不明な点などございましたら下記問い合わせ先までご連絡
ください。
２．参加費
現職者選択研修会：一律 4,000 円/日（銀行振込）
※基礎研修ポイントとして 2 ポイントを配布いたします。
研修申込者に、振込先、振込方法などをお知らせします。
研修会費の振り込みが確認できない方は、受講登録ができません。
当日欠席されても、受講費の返還は致しませんのでご了承ください。
振込手数料については、各自でご負担ください
支払い確認のため、参加費は個人ごとにお振込みください
３．締め切り
A 生活行為向上マネジメント基礎研修① ：2022 年
B 精神障害領域の作業療法

7 月 11 日（月）17：00 まで

：2022 年 10 月 3 日（月）17：00 まで
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C 生活行為向上マネジメント基礎研修② ：2023 年

1 月 6 日（火）17：00 まで

※申込締切日までに申込者数が 5 名未満の場合は中止となります。中止の場合は、各研修会開催の 3 日
前までに研修受講の際にご連絡いただいたメールに返信する形でお知らせいたします。
（受信設定などは必ず解除しておいてください）
４．受講に必要なもの
研修受講カード（スマホ等に表示した OT 協会会員証でも可能）
、青森県士会会員証
※OT 協会未加入者は受講できません。入会確認のために研修受講カードを確認します。
当日は研修受講カードを必ずご持参ください。
※OT 協会加入を申請中の場合は受講できません。加入申請は早めに済ませてください。
⇒今回はオンライン開催ですので、上記は必要ありません。
登録時に会員番号や氏名の入力間違いなどがない様にお願いいたします。
５．公文書
出張依頼に関する公文書が必要な方は、申込み時に「公文書郵送希望」の旨を連絡してください。な
お、郵送期間を考慮し、研修会開催 2 週間前までに申し込みください。
６．問い合わせ先
弘前大学大学院保健学研究科 内 教育部担当：小枝 周平
TEL：0172-39-5990

メールアドレス：aot_kyoiku@hirosaki-u.ac.jp
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