
   
 「認知作業療法」Cognitive Occupational Therapy（COT）をご存知ですか？ 

昨年度開催の「認知作業療法基礎研修会 in 長野（伊那）」や「長野県訪問リハビリテーション実務者研修会」で

ご講義いただいた首都大学東京大学院教授 大嶋 伸雄先生をお招きし、今年は“実践セミナー”を開催致します。

認知作業療法の実践に向け、精神・身障・小児、そして、急性期～生活期、終末期などの分野を越えて共に学び

合いたい作業療法士の皆さん、どうかこの機会をお見逃しなく。大嶋先生による“soft”で“hot”な 3 日間の

研修は、セラピストと患者さんの行動変容を促すことでしょう。（COT の詳細は、認知作業療法研究会の HP や

フェイスブックをご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇セミナー担当（有志）：上伊那生協病院 OT 有賀・佐久総合病院 OT 櫻井・豊野病院 OT 福井 

認知作業療法実践セミナーin長野 

「認知作業療法実践セミナー in 長野」 

日 時：２０１７年 ６月２４日（土）１２：３0～１8：０0 

6 月２５日（日） ９：00～１６：５0 

             ７月２３日（日）１2：30～１6：00 

会 場：社会福祉法人 賛育会 豊野病院・豊野清風園 会議室 

（ 長野市 豊野町 豊野 634  電話 026-257-2470 ） 

参加費：５，０００円（参加人数により参加費が変更になる場合があります） 

定 員：４０名（先着順・作業療法士のみ 昼食・宿泊は各自ご用意下さい） 

※定員に達しない場合はこの限りではありませんのでご了承下さい。 

＜講 師＞ 大嶋 伸雄（おおしま のぶお）氏 

首都大学東京大学院 人間健康科学研究科作業療法科学域 教授・認知作業療法研究会 主宰  

著書「患者力を引き出す作業療法」「身体領域の作業療法第２版」「PT・OT・ST のための認知行動療

法ガイドブック～リハビリテーションの効果を高める～」他 

いよいよ待望の“実践編”！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本セミナーは、１日目、２日目の学びをもとに実践し、振り返りを行う機会が設けられ  

ています。そのため、３日目開催までの期間が開いていますのでご了承ください。 

※ 認知作業療法の研修会に初めて参加される方は、全３日間の受講をお勧めいたします。 

それ以外の方も、３日間のセミナーとなりますが、受講できない日がございましたら、参

加申込時に合わせてご連絡ください。 

 

セミナー１日目： ６月２４日（土） 

１２：00 ～１２：３0 受 付 

１２：３0 ～１２：４0 オリエンテーション 

１２：４0 ～１３：４0 認知行動療法：講義① 

１３：５0 ～１４：５0 認知行動療法：講義② 

１５：００ ～１６：０0 認知作業療法のフレームワークと基礎 

１６：１０ ～１７：３0 認知行動療法の演習（グループ） 

１７：４0 ～１８：０0 まとめ 

 

セミナー２日目： ６月２５日（日） 

8：30 ～ 9：00 受 付 

9：00 ～ 9：10 オリエンテーション 

9：10 ～10：10 認知作業療法の臨床実践（臨床〜地域）① 

10：20 ～11：20 認知作業療法の臨床実践（コンサルテーション）② 

11：30 ～12：30 作業療法カウンセリングの基礎 

（ 昼食・休憩    ※ 昼食は、各自ご用意ください ※ ） 

13：30 ～15：00 作業療法カウンセリング演習（１対１）  

15：10 ～16：10 認知作業療法の組み立て方〜「自分の症例にＣＯＴを実施する」 

16：20 ～16：50 症例発表のオリエンテーション・終了 

 

セミナー３日目： ７月２３日（日） 

   12：00～12：30 受付  

12：30～14：40 グループによる症例発表 

14：50～15：50 グループ討論会 テーマ「ＣＯＴによる介入方法のメリットと  

デメリット，カウンセリングの学習方法について」など 

15：50～16：00 まとめ 研修担当より伝達事項 など  

 

 

認知作業療法実践セミナーin 長野・スケジュール（予定） 

６月２４日（土）セミナー１日目終了後、長野駅東口近隣で 19:00～懇親会を行います。 

懇親会参加費 5,０00 円 研修会場～懇親会場の送迎バスが、送迎希望者 10 人以上の場

合のみ出ます。セミナー申込時に、懇親会の出欠とバス乗車希望の有無をお知らせ下さい。 



 

 

 

 

申し込み方法は、メールのみでの受付となります。 件名「COT 実践セミナー長野」として、 

本文に、①～⑧ までの必要事項をご記入ください。 

 

① 氏名（ふりがな） 

② 所属先（所属先名称・住所・電話番号） 

③ 勤務領域（身体障害・精神障害・その他） 

④ OT 経験年数  

⑤ 認知作業療法研究会による研修会への参加経験の有・無  

⑥ 連絡先メールアドレス（職場・個人 ※事前配布資料を受信できるアドレス） 

⑦ ６月２４日懇親会参加希望の有・無  

⑧ 懇親会会場（長野駅東口周辺）までの送迎バス希望の有・無 

 

以上をご記入の上、下記アドレスまでお申し込みください。申し込みのメールを当方で受信後、

受付確認のメールを送らせていただきます。申し込み後、1 週間経過してもメールが届かない

場合は、お手数ですが、再度ご連絡をお願い致します。先着順で受け付けますので、万が一、

定員に達した場合は、その旨のご連絡をさせていただきます。  

 

 
 

            
         

申し込み・問い合わせ先 toyoriha@san-ikukai.or.jp 豊野病院 OT 福井真由美 

会場の、豊野病院・清風園

の最寄り駅は、豊野駅です。 

申し込み方法のご案内 

研修会場案内図（広域） 

須坂・長野東 IC から 

約 14 ㎞ 

豊野駅 

豊野病院 

小布施 PA 

スマート ICから 

約３.６ｋｍ 

長野駅から約 14 ㎞ 

・研修会場付近には、宿泊

施設はありませんので、長

野駅～善光寺周辺、国道

18 号線沿線などの施設

をご利用下さい。 

・市街地は混雑による所要

時間の変動があります。時

間の余裕をもってお越し下

さい。 

 



           

       

 

                     

研修会場周辺案内図 

・高速道路から ETC 車でお越しの場合は、上信越道「小布

施 PA スマート IC」からが便利です。（3.6 ㎞ 車で約６分） 

・「須坂・長野東 IC」または「中野 IC」から一般道を経由し

て国道 18 号線でお越しの場合は、「豊野」信号（ガソリンス

タンドとサークル K が目印）で県道 66 号線豊野方面に曲が

り、しばらく進むと右手に豊野病院があります 

・道路を挟み、病院の斜め向い「ガーデン薬局」の横の小路

を奥に入りアパートの裏に指定の駐車場があります。上段の

「会場周辺案内図」をご参照の上、駐車してください。 

・研修会場へは、豊野病院

脇の道を入り、直進→右手

の「豊野清風園玄関」から

お入り下さい。 

・会場近隣には、スーパー・

ドラッグストアなどもあり

ます。ご利用ください。 

・駐車場は、右の図の指定

の箇所をご利用ください。

数に限りがありますので、

可能な方は、乗り合いにご

協力下さい。 

会場入口・豊野清風園玄関はこちら 

ガーデン薬局の横の小路

を入り、アパートの裏が

駐車場です。 国道 18 号線長野方面 

小布施橋へ 

豊野駅へ 

小布施 PA スマート IC を降りて左折→「小布施橋南」を直進→「小布施橋東」を

豊野方面へ左折→小布施橋を渡る→サークル K のある交差点「豊野」を直進→新

幹線線路をくぐると右側に豊野病院です。 

豊野病院・豊野清風園

研修会場はこちら 

小布施 PA スマート IC 

※ETC 車のみ利用可能 

小布施橋東 

サークル K 

小布施橋 

小布施橋南 

豊野 

豊野 サークル K 

東町 

豊野病院・豊野清風園研修会場はこちら 

P  

・鉄道利用の場合 （飯山線・北しなの線） 

豊野駅南口を出て左折→中屋診療所のある

「東町」信号を右折→交番のある交差点を

直進→豊野病院前を左折→豊野清風園玄関

から入ります（豊野駅から徒歩約 10 分） 


