
令和３年１月吉日 

会 員 各 位 

公益社団法人 福岡県作業療法協会 

企画委員会  理事   田中 聡 

 

「リーダー養成研修会（Web 研修会）STEP1,STEP２」のご案内 

 

 新春の候、相変わらずの寒さで、春の訪れが待たれる昨今ですが、皆さまお変わりなく

お過ごしでしょうか。このたび、“幹部として活躍する人材を発掘し育成する”研修会

を企画いたしました。STEP１は非会員の方も無料で参加可能です。是非多くの方にご参

加いただき、楽しんでいただけますと幸いです。 

記 

1. テーマ 講師 

STEP1 人材発掘 

「何で協会に入ってるの？」「協会って何してるの？」職場の人にそう聞かれ

たら、何と答えます？言葉につまってしまう人、多くないですか？実は、協会

がなかったら、今のように仕事はできなかったかもしれません。ここでは協会

の中身と、皆さんの仕事と協会との密接なつながりついてお伝えします。そし

て皆さんが活躍していくきっかけになればいいなと考えています。 

 ①協会の概要と方向性   講師：竹中祐二（福岡県 OT 協会 会長） 

 ②ブロック活動紹介    講師：黒木勝仁（福岡ブロック 理事） 

 ③教育部活動紹介     講師：青山克実（教育部 理事） 

 ④事業部活動紹介     講師：永田敬生（事業部 理事） 

 ⑤協会とのつながり    講師：田中 聡（企画委員会 理事） 

 

STEP２ 次世代の幹部育成 

「あの人スゴイ」、「私もあの人みたいになりたい」。皆さんの周りには、自分

の仕事に良い影響を与えてくれる人がいると思います。では、その“あの人”

は、何を考え働いているのでしょうか？STEP2 では、現在活躍中の 3 名の OT か

ら、自分の目指すリーダーについて話していただきます。 

 ①教育者として      講師：古賀昭彦（災害対策室 理事） 

 ②経営者として      講師：深井伸吾（保健福祉部 元理事） 

 ③組織幹部として     講師：籾井剛士（保健福祉部 理事） 

※講師略歴はホームページまたは公式ラインをご覧ください。 



2. 日 時  STEP１ 令和 3 年 2 月 12 日（金）19:00～20:45（受付 18:30～） 

STEP２ 令和 3 年 3 月 12 日（金）19:00～20:45（受付 18:30～） 

 

3. 方 法  オンライン研修（Zoom ミーティング使用） 

 

4. 申込方法 右記 URL から申込フォームに入力して申し込みください。 

 

 

5. 申込締切  STEP１ 令和３年２月５日（金）正午 

STEP２ 令和３年３月５日（金）正午 

 

6. 定 員  STEP１ ９０名 

STEP２ ９０名（定員超過の場合、STEP1 参加者を優先） 

 

7. 参加費  STEP1・２ともに無料。 STEP２は非会員参加不可。 

 

＊ 会員は日本作業療法士協会生涯教育講座基礎コース 2 ポイントずつ付与。   
 

 

○連絡事項 

① 会員は申し込みの際、ポータルサイトと同じ氏名（漢字）で申し込み頂かないと登録の際エラーが生じ

ます。各自ポータルサイトを確認の上、同じ氏名（漢字）で申し込むようにしてください。  

② メールアドレスは必ず個人のアドレスでお申し込みください。不正受講防止のため、職場等の共有ア

ドレスでのお申し込みの場合は、ID・パスワード等の送付ができませんので、ご理解いただきますよう

よろしくお願いします。 

③  申込直後に登録内容の確認メールを返信します。キャリアメール（ドコモ、au、ソフトバン

クなどの携帯メール）では届かない場合がありますので、使用しないでください。 

④  研修会開催２日程前に、Zoom 参加に必要な「招待 URL」、「ミーティング ID」、「パスワード」

等についてご連絡いたします。メールが届かない場合は、下記の問合せまでご連絡ください。 

⑤  配信トラブルに対応するため、研修会中の画面をレコーティングさせていただきます。ご了

承いただいた上で参加申込みをお願いいたします。 

⑥  多くの方が同時間に、Web 研修に繋ぐと主催者の許可に時間がかかり、 接続が途切れる場

合があります。研修会 30 分前から参加可能ですので、余裕をもっての参加をお願いしま

す。 

⑦  事前に視聴するパソコン等への Zoom アプリ（無料）のダウンロードを推奨します。 

⑧  Zoom の使用経験のない方を対象に、研修会開催 1 週間程前に、Zoom の使用方法や通信環境

確認のため、事前リハーサルを行います。事前リハーサルの日時につきましては、後日改め

てご連絡いたします。 

 

問い合わせ先：手嶋（北九州八幡東病院） 

E-Mail： teshimamasahiro0718@gmail.com 



STEP1 講師略歴 

①協会の概要と方向性  講師：竹中祐二（福岡県作業療法協会会長） 

（略歴） 

1987.3  国立療養所福岡東病院附属リハビリテーション学院 作業療法学科 卒業 

1987.4  重症心身障害児(者)施設 久山療育園 勤務 

1997.1  重症心身障害児(者)施設 柳川療育センター 開設準備室 勤務 

1998.10 重症心身障害児(者)施設 柳川療育センター 入社 

2001.9  麻生リハビリテーション専門学校（現 専門学校 麻生リハビリテーション大学校）勤務  

現在に至る 

2018.9  放送大学教養学部 生活と福祉コース 卒業 

（役員歴）  

1991.4～2009.3  社団法人福岡県作業療法協会（現 公益社団法人 福岡県作業療法協会）学術担当

理事 

2009.4～2018.3  同副代表理事 

2018.4～現在    同代表理事 

2014.4～現在    一般社団法人 日本作業療法士協会 代議員 

（賞歴） 

2013.6  社団法人日本作業療法士協会 協会表彰 

2014.11  母子保健功労者県知事表彰 

 

 

②ブロック活動紹介   講師：黒木勝仁（福岡ブロック担当理事） 

（略歴） 

2004.3  麻生リハビリテーション専門学校（現 専門学校 麻生リハビリテーション大学校）作業療法学科  

卒業 

2004.4  医療法人 福西会にて 2か所の病院に勤務 

2009.4  医療法人 恵光会 原病院 勤務 

2016.2  社会福祉法人 学而会 サンシャインセンター 勤務 

2018.9  医療法人 原三信病院 リハビリテーション科 勤務  現在に至る 

2019.9  放送大学教養学部 生活と福祉コース 卒業 

（役員歴）   

2015.10～現在 一般社団法人  日本作業療法士協会 代議員 

2016.6～現在  公益社団法人  福岡県作業療法協会 福岡ブロック担当理事 

2019.6～現在  公益社団法人  福岡県介護支援専門員協会 外部理事 

（所属学会）  

日本臨床作業療法学会 

終末期・緩和ケア作業療法研究会 



③教育部活動紹介    講師：青山克実（教育部担当理事） 

（略歴） 

1994.4  医療法人 日明会 日明病院 勤務 

2002.4  麻生リハビリテーション専門学校（現 専門学校 麻生リハビリテーション大学校）勤務 

2020.4  九州栄養福祉大学 勤務  現在に至る 

（役員歴） 

2009.4～2016.3  一般社団法人 日本作業療法士協会 生涯教育制度推進委員 

2009.4～2016.3  公益社団法人 福岡県作業療法協会 教育部 生涯教育専門部会 

2016.4～現在   公益社団法人 福岡県作業療法協会 教育部担当理事 

 

④事業部活動紹介    講師：永田敬生（事業部担当理事） 

（略歴） 

2004.3  学校法人 高木学園 専門学校 柳川リハビリテーション学院 卒業 

2004.4  医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 入社 

2006.5  有明デイサービスセンター・高邦会デイサービスセンター 勤務 

2007.5  医療法人社団 高邦会 高木病院 勤務 

2011.4  学校法人 滋慶文化学園 福岡医健専門学校（現 福岡医健・スポーツ専門学校）入社  

現在に至る 

2019.3  国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健医療学専攻修士課程 終了 

（役員歴） 

2014.4～現在  一般社団法人 日本作業療法士協会 教育部 研修運営委員会 九州沖縄エリア長 

2016.4～現在  公益社団法人 福岡県作業療法協会 事業部担当理事 

 

⑤協会とのつながり   講師：田中 聡（企画委員会担当理事） 

（略歴） 

2001.3  九州リハビリテーション大学校 卒業 

2001.4  湯布院厚生年金病院 入職 

2008.4  遠賀中間医師会おかがき病院 入職 

2012.11  株式会社 リライブ 設立 （代表取締役） 

（執筆協力）  

作業その治療的応用（陶芸） 

（社会活動）  

福岡県作業療法協会 企画委員会 理事 

福岡県作業療法協会 保健福祉部 地域包括ケアシステム推進委員  

北九州市 地域包括ケア会議委員 

福岡県介護保険広域連合 介護認定審査会 委員 

遠賀郡岡垣町 高齢者の生きがいと健康づくり推進委員 

遠賀中間リハビリネットワーク 副代表 



STEP2 講師略歴 

 

①教育者として   講師：古賀昭彦（災害対策担当理事） 

（略歴） 

2001.3  医療福祉専門学校 緑生館 作業療法学科 卒業 

2001.4  医療法人 松岡会 松岡病院 リハビリテーション科 勤務 

2012   県立広島大学 総合学術研究科（修士課程） 修了 

2007.4  帝京大学福岡医療技術学部作業療法学科 勤務 現在に至る 

（社会活動） 

公益社団法人 福岡県作業療法士協会 理事 

 

 

②経営者として   講師：深井伸吾（保健福祉部元理事） 

（略歴） 

1997.3  柳川リハビリテーション学院卒業 

1997.4  急性期病院、デイケア、療養型病院などに勤務 

2005.10  有限会社 いきいきリハビリケア 設立（代表取締役） 

2008.12  株式会社 いきいきリレーションシップ 設立（代表取締役） 

2018.8  株式会社ケアクリエイツ 取締役就任 

【高齢者介護部門】 

デイサービス９事業、訪問看護２事業、居宅介護支援２事業、訪問介護１事業、サ高住（31室）１事業、 

住宅型有料（60室）１事業 

【障がい福祉部門】 

児童発達支援１事業、放課後等デイ１事業、就労継続支援Ｂ型１事業 

【その他】 

コンサル事業、セントラルキッチン事業、バリアフリー旅行事業、事務請負事業 

合計２３事業（スタッフ約 280名）を経営、運営中 

（社会活動） 

一般社団法人 全国事業者協議会 理事 

公益社団法人 福岡県作業療法協会 所属 

医療法人 楠病院 理事 

リハビリテーション起業・経営研究所 幹事兼事務局 

一般社団法人 筑後中小企業経営者協会 委員長 

 

 

 

 



③組織幹部として  講師：籾井 剛士（保健福祉部担当理事） 

（略歴） 

2003.4  医療法人 三愛 健康リハビリテーション内田病院 入職 

2007.4  同病院 リハビリテーション科 科長 

2017.2  株式会社 Rキューブ入職 

2017.8  医療法人 夢結 らそうむ内科・リハビリテーションクリニック 理事 事務長 

2018.4  社会福祉法人 夢創 児童・障がい児部門 事業部長（認可保育園、児童発達支援センター、

放課後等デイサービス） 現在に至る 

（行政関係） 

2015  福岡県在宅医療推進事業のコーディネーターとして嘉麻市高齢者介護課 高齢者相談支援セン

ター（地域包括支援センター）へ出向（平成 30年 3月まで） 

2016  福智町地域包括支援センター 認知症地域支援専門員嘉麻市認知症初期集中支援チーム会議 

委員 

2017  嘉麻市第７期介護保険事業計画 委員 第２次福智町総合計画（まちづくり計画）評議委員 

2018  飯塚市高齢者対策委員会（飯塚市第８期介護保険事業計画）委員 嘉麻市地域ケア会議アドバ

イザー飯塚医師会 医療介護連携事業 医療介護資源調査WG 委員長 

2019  飯塚医師会 医療介護連携事業コーディネーター 

2020  嘉麻市第８期介護保険事業計画 委員 

（社会活動） 

公益社団法人福岡県作業療法士協会 保健福祉部 理事 

医療法人夢結 理事 

社会福祉法人 夢創 評議委員 

福岡県介護保険認定審査委員 

福岡県バリアフリーアドバイザー 

回復期セラピストマネジャー  

飯塚市嘉麻市桂川町 PTOTST連絡協議会会長 


