
令和元年 第 1 回 現職者共通研修開催のお知らせ 
 

                                   （公社） 福岡県作業療法協会 

                                    会   長   竹中 祐二 

                                    教育部理事   青山 克実 

                             現職者共通研修担当   木下 亮平 

 

                               

拝啓 

残暑の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、この度、第 1 回現職者共通研修を下記の要領で行います。 

申し込み方法は、携帯電話、インターネット登録となっております。詳細はホームページをご確認ください。

どうしても上記の方法で申し込みできない場合は、問合せ先にご相談ください。 

               敬具 

         記 

【開催日】 令和元年 10 月 19 日（土） 

【場 所】 小倉リハビリテーション学院 

福岡県北九州市小倉南区葛原東 2-2-10 TEL  093-473-8005 

【時 間】 受付 13 時 00 分～  講義 14 時 00 分～17 時 15 分 

【対 象】 県協会会員もしくは他の県士会員であって、1．2．に該当するもの。 

1．(社)日本作業療法士協会会員で、現職者共通研修受講該当者。 

2．免除されるが、受講を希望される方                 

※本研修会を受講される当協会会員は、事前に年会費の口座引き落し手続きを行ってください。             

【参加費】 県協会会員（他県士会会員）      1,000 円／1 テーマ 

        ※本研修会を受講される方は、本年度の県士会会費を事前に必ず納入してください。 

【申込方法】 インターネット登録（携帯電話）  （Top ページから研修会をクリック。）

＊事前申込みのない方は当日受講できません！ 

【申込期間】開始 令和元年 8 月 21 日（水）～  

終了 令和元年 9 月 30 日（月） 13：00（以降の申込みはできません） 

※入金を持って参加受付とし、未入金者は参加することができません。ご注意下さい！ 

【申し込みに際しての注意点】 

1. 申込み直後に決済結果が表示されます。この結果は画面を閉じると再度決済の手続きが必要となりま

すので、決済番号のメモを取るか、印刷をするか、画面からこの決済結果を自分宛にメール配信して

ください。 

2. 決済結果をご確認の上、期日までに参加費の振込（コンビニ決済）を行ってください。 

3. 当日は領収書を持参し、受付けにて提示してください。 

4. 振込み後のキャンセル等により返金の支払いが生じる場合は、10 月 16 日（水）15 時までに連絡（福

岡県作業療法協会事務所 TEL093-952-7587）をいただければ、手数料を引いた金額をお返しいたしま

す。期限までにキャンセルの連絡がなければ返金いたしかねます。又、当日欠席される方もいかなる

理由があったとしても返金いたしかねます。 

5. 託児が必要な方は協会事務局に 9 月 20 日（金）までに TEL093-952-7587 にお問い合わせください。 

お知らせとお願い 

  

持ち込んだゴミは各自で持ち帰りましょう。 

駐車場は校舎裏に限られていますので乗り合わせて来場ください。敷地内禁煙となっています。 

なお、現職者共通研修の講義については、医療福祉 e チャンネルにて V.O.D 配信（有料）しています。 

詳しくはホームページ（http://www.ch774.com/ot.php）をご覧ください。 

http://www.ch774.com/ot.php


令和元年 10 月 19 日  第 1 回現職者共通研修   

13：00～ 受 付 開 始 

 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 

14:00～15:30 
作業療法生涯 

教育概論 
作業療法の可能性 

保健・医療・福祉と 

地域支援 

作業療法における

協業・後輩育成 

15:45～17:15 職業倫理 
事例報告と事例研究 

（旧：事例検討方法論） 

実践のための 

作業療法研究 

（旧：エビデンスと 

作業療法実践） 

日本と世界の 

作業療法の動向 

  

講義テーマと担当講師名 （敬称略） 

区分 1 

作業療法生涯教育概論       鐘ヶ江 秀俊 療養介護事業所 ひなた家 

木下 亮平  北九州リハビリテーション学院 

職業倫理             河野 修   東和病院 

区分 2 

作業療法の可能性         平岡 敏幸  飯塚記念病院 

事例報告と事例研究        中津留 正剛 産業医科大学病院 

区分 3 

保健・医療・福祉と地域支援    籾井 剛士  らそうむ内科・リハビリテーションクリニック 

実践のための作業療法研究     長城 晃一  北九州市小倉北区役所 保健福祉課 

区分 4 

作業療法における協業・後輩育成  永田 敬生  福岡医健・スポーツ専門学校 

日本と世界の作業療法の動向    大丸 幸   九州栄養福祉大学 リハビリテーション学部 

 

《留意事項》 
１：プログラム開始後、30 分経過しての入室はお断りします。 

２：受講申し込みの際に、会員番号を必ず記入してください。（受講管理ができません） 

３：受付で、福岡県作業療法協会会員証（または口座振替依頼書受理証）と電子会員証の提示をお願い 

します。電子会員証は、事前準備が必要になりますので手続きをお願いします。 

４：公文書を同封しておりますので、必要に応じコピーしてご使用ください。 

５：受講票を紛失しても、再発行はいたしません。 

※ 受講票は当日会員証をお持ちでない方はお渡しできません。受講証明を必ず受け取り 

後日、各自で協会事務所にご請求ください。 

  ６：基礎研修が修了した方、もしくは既に現職者共通研修を修了しているがポイントが不足しており基

礎研修が未修了の方は、研修終了後に 20 ポイント付与の捺印を行いますので、当日係りの者をお

尋ねください。なお、捺印を行う場合は本人が来た場合のみ（他人のものを預かっても捺印はでき

ません）とさせていただき、受付時間は 17：20 から 17：45 までとさせていただきます。基礎ポ

イント欄が不足している場合は、協会 HP より「受講記録・基礎研修受講記録」をダウンロードし

て貼付しておいてください。 

   （URL: http://www.jaot.or.jp/wp-content/uploads/2012/10/jukoukiroku.pdf） 

７：天候等により、研修会の開催が危ぶまれる場合は、前日までに協会 HP にてご連絡させていただき

ます。HP の確認をお願いいたします。 

 

研修会についてのお問い合わせは、 

           北九州リハビリテーション学院  木下 亮平 まで 

FAX 0930-23-3370  

            FAX のみの問い合わせとさせていただきます。 

           当日の連絡先   携帯   090-5937-3828 

               

※お掛け間違いのないようにお願いいたします。 

http://www.jaot.or.jp/wp-content/uploads/2012/10/jukoukiroku.pdf


 

  

 

令和元年 8月吉日 

 

施 設 長 

病 院 長  様 

公益社団法人 福岡県作業療法協会 

会長 竹中 祐二  

（公印省略） 

 

 

 

令和元年 第 1 回現職者共通研修参加について（お願い） 

 

 

 

謹啓 

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素より、公益社団法人 福岡県作業療法協会の活動に格別のご協力を賜り、深く感謝いたして

おります。 

さて、このたび、下記の通り、令和元年第 1 回現職者共通研修を開催する運びとなりました。 

つきましては、貴施設 所属            氏 の研修会参加に際し、格別のご高配

を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

日 程 ： 令和元年 10 月 19 日（土曜日） 

   14 時 00 分～17 時 15 分 

 

場 所 ： 小倉リハビリテーション学院 

福岡県北九州市小倉南区葛原東 2-2-10 

（TEL  093-473-8005） 

 

 

 

 

 


