
	 

	 

	 

                                                         	 	 平成 28 年 6 月 25 日	 
会	 員	 各	 位	 	 

秋田県作業療法士会	 	 	 

会	 長	 高橋	 敏弘	 	 

教育部長	 川野辺	 穣	 	 

	 

平成 28 年度	 現職者選択研修（MTDLP 基礎）のご案内	 	 

	 

	 時下	 貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。	 	 

	 さて、平成 28 年度	 秋田県作業療法士会主催の現職者選択研修（MTDLP 基礎研修）を下

記の日程で開催いたします。今年度から MTDLP 基礎研修は現職者選択研修の必修研修とな

りました。新入会の方は必修となっておりますので是非ご参加ください。2015 年度以降入

会の方も 1 領域として受講できます（すでに昨年まで受講した方は振替えが可能ですので

ご連絡ください）。基礎コース 2 ポイント対象の研修となります。	 	 

	 なお当初予定していた 7/ 3 0 から諸事情により変更となりました、お詫びいたし

ます。次回の MT D L P 基礎研修は、 12 / 3（土）に行います。 	 

	 つきましては、期日、講座内容をご確認いただき、下記まで申し込みをお願いいたしま

す。大勢の方のご参加をお待ちしております。	 

	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記	 	 

	 

	 	 1.	 日時	 :	 平成 28 年 8 月 7 日（日）	 9：00～17：10（受付開始 8：30～）	 	 

	 	 2.	 会場	 :	 秋田大学医学部保健学科	 	 第 1 講義室（1 階）	 	 	 

	 	 3.	 研修内容：  詳細は別紙に記載	 
	 	 4.	 定員：50 名	 	 

	 	 5．参加費： 4000 円	 	 	 	 
	 	 6．申込方法	 
	 	 	 氏名、協会会員番号、所属県士会を記載し、県士会 HP 内の登録フォームを利用す

るか、FAX でお願い致します。	 
 	 	 ＜申し込み先＞	 	 	 	 
	 	 	 地方独立法人	 秋田県立病院機構  

リハビリテーション・精神医療センター	 機能訓練部	 川野辺  穣	 宛	 
	 	 	 Fax： 018-892-3785	 E-mail ： kawanobe-minoru@akita-rehacen.jp 
	 	 	 	 

	 	 7．申し込み締切	 平成 28 年 7 月 29 日(金 )	 
	 	 	 

	 

	 	 	 	 問い合わせ先	 

	 	 	 	 	 地方独立法人	 秋田県立病院機能  
リハビリテーション・精神医療センター	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 機能訓練部	 川野辺  穣	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 Tel： 018-892-3751	 Fax： 018-892-3785	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail ： kawanobe-minoru@akita-rehacen.jp  



	 

	 

平成 28 年度	 秋田県作業療法士会主催	 現職者選択研修 	 

	 

M T D L P 基礎研修 	 

	 

1.日時：平成 28 年 8 月 7 日（日）	 9:00～ 17:10	 
 
2.会場：秋田大学医学部保健学科	 第 1 講義室（1 階）	 
	 アクセスについては秋田大学ホームページ http://www.akita-u.ac.jp をご覧下さい：	 
 
3.研修内容：	 
	 8:30～	 	 	 	 	 受付開始	 

	 	 9:00～10:30	 講義「MTDLP 概論」	 

	 10:35～12:05	 演習（シート記入解説、聞き取り演習）	 

	 12:10～13:00	 昼休み	 	 	 	 

	 13:00～17:10	 演習（プランシート作成、工程分析、プラン立案、発表、まとめ）  
	 

講師：石川隆志先生	 津軽谷恵先生（秋田大学医学部保健学科）	 田村大先生（秋田労災病院）	 

	 	 	 湊洋太先生（中通リハビリテーション病院）	 佐藤晃太郎先生（あいぜん苑）  

 
4.定員： 50 名	 	 
 
5.応募資格：	 
（ 1）日本作業療法士協会および所属都道府県士会の会員 	 
（ 2）１日間受講可能な方	 
 
6.参加費： 4,000 円 	 
 
7.申し込み方法  : 	 
	 県士会 HP から申し込み頂くか、氏名、協会会員番号、所属県士会を記載し，FAX
でお願い致します。	 

 ＜申し込み先＞	 	 	 	 
	 地方独立行政法人	 秋田県立病院機構  
リハビリテーション・精神医療センター	 機能訓練部	 川野辺  穣	 宛	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fax： 018-892-3785	 E-mail ： kawanobe-minoru@akita-rehacen.jp	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 申し込み締切 	 平成 28 年 7 月 29 日 (金 )	 
8.お願い	 
	 ・平成 27 年度協会及び県士会費未支払いの方は受講できませんのでご注意ください。  
・当日は生涯教育手帳を必ずご持参の上受付に提出してください。 	 

	 ・ 30 分以上の遅刻の場合は受講できませんので遅れずにいらしてください。	 
	 ・昼食は各自ご準備ください。	 

 
 
 



	 

	 

秋作発 028-015 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 6 月 25 日  
病院長、施設長様	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一般社団法人秋田県作業療法士会  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会長	 高橋	 敏弘  
	 	 	 	  
 
 

平成 28 年度現職者選択研修（MTDLP 基礎研修）開催について  
 
謹啓	  
	 貴施設におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より一

般社団法人秋田県作業療法士会の運営、活動につきましてはご支援、ご援助を賜りま

して深く感謝いたしております。  
	 さて、当士会ではこの度、下記日程にて研修会を開催する運びとなりました。業務

ご多用の折誠に恐縮ではございますが、貴施設作業療法士	 	 	 	 	 	 	 	 氏の研修

会参加につきましてご高配賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。  
謹白  

記  
 
日	 時	 	  平成 28 年８月 7 日 (日 ) 

 
 
会	 場  秋田大学医学部保健学科	 保健学科棟	 第１講義室  
 
内	 容	  
8:30～	 	 	 	 	 受付開始	 

	 	 9:00～10:30	 講義「MTDLP 概論」	 

	 10:35～12:05	 演習（シート記入解説、聞き取り演習）	 

	 12:10～13:00	 昼休み	 	 	 	 

	 13:00～17:10	 演習（プランシート作成、工程分析、プラン立案、発表、まとめ）  
	 

講師：石川隆志先生	 津軽谷恵先生（秋田大学医学部保健学科）	 田村大先生（秋田労災病院）	 

	 	 	 湊洋太先生（中通リハビリテーション病院）	 佐藤晃太郎先生（あいぜん苑）  

 
受講費	 	 	 4000 円  
 
申し込み先	 	 地方独立行政法人	 秋田県立病院機構  

リハビリテーション・精神医療センター	 機能訓練部	 川野辺  穣	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        Tel： 018-892-3751	 Fax： 018-892-3785	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

E-mail： kawanobe-minoru@akita-rehacen.jp 
 
 
 



	 

	 

 
地方独立行政法人	 秋田県立病院機構 	 

リハビリテーション・精神医療センター  機能訓練部  川野辺穣行 	 
	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 FAX：018-892-3785	 
	 

	  FAX 申し込み書	 

	 

	 	 平成 28 年度  秋田県作業療法士会主催	 	 

	 	 	 	 	 	 現職者選択研修	 「MTDLP 基礎研修」	 

	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 締め切り：平成 28 年 7 月 29 日（金） 	 
	 

	 

所属施設名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

連絡先	 Tel:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fax:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

                                               	 	 どちらかに〇をつけてください	 
	 	 	 氏名	 	 	 会員番号	 所属県士会	  現職者研修対象	  現職者基礎研修修了	 

	 	 	  	          	 
         	 

	 	 	 	 	          	 
         	 
            	 

	 	 	 	 	          	 
         	 
            	 

	 	 	 	 	          	 
         	 
            	 

                                                        	 


