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◆⻑崎・⻄彼地区研修会                                                  

【テーマ】：コミュニケーション講座〜⼼、動かすプレゼンテーション〜   【講師】：⻄村宣彦 先⽣（⻑崎⼤学 経済学部 副学部⻑ 教授） 

【内容】：リハビリテーション専⾨職として、患者様や上司、他職種のスタッフ等に気持ちを伝える場⾯が多くあります。皆さんは伝えたつもりになっ

ていませんか？講演では、⼈が⾏動を起こしたくなるプレゼンテーションのコツを解説していただきます。 

【⽇時】：平成28年9⽉6⽇（⽕）19：00〜20：30（受付18：30〜） 

【場所】：⻑崎⼤学経済学部 新館101教室   ※駐⾞場が限られております。出来る限り乗り合わせにてお願いします。 

【申し込み】：件名を「96研修会申し込み」と記載し、①所属、②⽒名、③連絡先を下記メールアドレス宛てにお送りください。 

【問合せ】：⼀般社団法⼈是真会 ⻑崎リハビリテーション病院 松下武⽮  （TEL：095-818-2002、Email: npta_presentation@yahoo.co.jp） 

◆ねんりんピック全国⼤会の協⼒スタッフを急募!! （ねんりんピック⻑崎2016 ⽀援委員会より）                

 ねんりんピック⻑崎2016⽀援委員会では、下記の競技⽇程で１⽇以上のご協⼒をして頂ける会員を⼤⾄急!!募集しております。この活動は｢新プロ

Ｃ７｣ならびに｢推進リーダー制度の⼠会指定事業への参加｣に該当します。会員の皆様からのたくさんのご協⼒をよろしくお願いします。 

❖ ねんりんピック⻑崎2016の⽀援競技と担当者 ❖ 

 
[申込み締め切り] ９⽉10⽇(⼟)まで 

[申込み⽅法]担当理事まで必要事項の①〜⑥をご記⼊の上、メールにて送信してください。 

       ①⽒名 ②勤務施設名 ③会員番号 ④希望の競技 ⑤協⼒できる⽇⑥連絡⽤の電話番号とメールアドレス 

[申込み先] 委員会の担当理事 ⼩泉徹児（⼗善会病院） reha@juzenkai-hospital.or.jp 

               重松康志（三川内病院） shigematsu1996@yahoo.co.jp 

◆広報誌「ぴーかんてらす」に関するお知らせ                                          

平素よりNPTA広報部の活動にご理解とご協⼒を賜りまして誠にありがとうございます。広報誌に関して、公益性を重視する⽬的と会員施設への配布

負担を減らす⽬的から、次号第4号（10⽉発刊予定）から以下のように変更させて頂きます。  

【変更点】①配布部数の変更  会員従事施設 ⼀律 10部   ②新規配送先    県下⾼等学校（公⽴57校、私⽴22校） 

※⽤途により配布部数の増加を希望される施設は、下記のNPTA広報部の問合せ先までご連絡を頂ければ、可能な限りご対応、調整させて頂きます。 

今後もより地域住⺠に広く知って頂ける広報活動に邁進してまいりますので、ご協⼒のほど宜しくお願い致します。[担当理事 ⼤⽯] 

問合せ先：⻑崎県理学療法⼠協会事務局広報部  ⻄ 啓太（和仁会病院）  TEL：095-839-2051   E-mail：nptakouhou@gmail.com 
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平成 28 年度 FAX 通信 第 11 号  
発 行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成28年9月2日発行) 
問い合わせ先：事務局長 小無田彰仁    E-mail：nptajimukyoku@gmail.com 
＊詳細内容は長崎県理学療法士協会のホームページ、ＳＮＳ、メール通信をご確認ください。  



平成 28 年度 （公社）長崎県理学療法士協会 FAX 通信 第11 号 2 枚目／３枚 

◆平成28 年第１回学術研修会の案内 ※事前申し込みが必要です（10 ⽉13 ⽇締切）                      

【テーマ】：「パーキンソン病の理学療法」       【講 師】：笹原 順哉 先⽣（⻑崎北病院 理学療法⼠） 

【⽇ 時】：平成28年10⽉22⽇（⼟） 9時30分〜15時00分  ※9時受付開始 【場 所】:健康福祉センター(⻑崎県諫早市) 

【参加費】：会員―2000円  ⾮会員―4000円   学⽣―500円           【定 員】：70名 

※駐⾞場が限られております。出来る限り乗り合わせにてお願いします。 

※事前申し込みを⾏います。参加希望の⽅は、10⽉13⽇（⽇）までに申込みしてください。 

【お問合せ】：姉川病院 野中政孝 E-mail：mstk.t.j@gmail.com    

【お問い合わせ】件名を「第１回学術研修会申込み」と記載し、①所属、②名前、連絡先を上記E-mail宛てにお送りください。 

◆第28 回 ⻑崎県理学療法学術⼤会 in 島原開催及び演題募集開始のお知らせ                        

第２8回⻑崎県理学療法学術⼤会のテーマ、講演が決定しました。演題は９⽉15⽇より募集いたします。多くの⽅の発表をお待ちしております。 

会 期：平成2９年２⽉１８⽇（⼟）・１９⽇（⽇）  場 所：南島原市深江ふるさと伝承館 （住所：〒859-1504南島原市深江町丁2260番地） 

テーマ：「Quality 〜未来へつなぐ専⾨性〜」  ⼤会⻑：⽥中健（泉川病院） 

プログラム（概要） 

＜1⽇⽬＞①基調講演 テーマ：⾼齢者リハビリテーションの『今』                     ②発表（症例検討・⼀般演題）  

      講 師：島⽥裕之先⽣ 国⽴⻑寿医療研究センター⽼年学・社会科学研究センター部⻑・理学療法⼠ 

＜２⽇⽬＞①国際教育シンポジウム(仮)（講師：韓国 釜⼭療法⼠協会の⽅を予定。その他調整中） 

②市⺠公開講座 テーマ：「健康寿命を延ばす為に今やるべき事」   講師：調整中 

     （医療）今後の医療について（保健）島原半島市⺠の健康状態の現状について（PT）島原独⾃の取り組みについて 

③発表（症例検討・⼀般演題）      ※詳細が決まり次第、随時お知らせ致します。 

■演題の申込みについて 

１）演題締切（タイトルのみ） ９/15〜10/28（⾦）正午まで 「タイトル」「⽒名」「所属」「症例検討or演題発表」をメールでお申込みください。 

２）演題内容； 

①症例報告・検討（⼝述発表）※新⼈教育ポイント「C-6 症例発表」取得可能です。 

・原則、症例中⼼の発表とし、苦労した、あるいは⼯夫した点などを報告するスタイル。 

・特に、新⼈および経験の少ない理学療法⼠の⽅々に発表してもらう場（機会）として位置づけ。  

②⼀般演題（⼝述発表） ・研究，調査，活動などの報告。  ※会場の都合により、今回の学術⼤会は⼝述のみとさせて頂きます。 

３）抄録締切：11⽉11⽇（⾦）（Ａ４サイズ１枚程度，詳細は後⽇案内） 

４) 申し込み先：下記アドレスまでメールにて申し込み 

学術⼤会準備委員（学術部） 松岡病院 中川浩⼀  E-mail：mriha2526@yahoo.co.jp 

＜問い合わせ＞ 事務局（準備委員⻑）⻑崎県島原病院 脇屋光宏 

Tel：0957-63-1145 Fax：0957-63-4864  E-mail：m-wakiya@nagasaki-hosp-agency.or.jp 

 

◆平成28 年度 地域包括ケアシステム推進リーダー導⼊研修会  ※資料準備などのため、事前のお申し込みが必要です。           

①平成28年度 介護予防推進リーダー導⼊研修会 
期⽇ ：平成28年11⽉26⽇（⼟）9時30分〜16時30分予定 会場 ：⻑崎県⽴⼤学シーボルト校 講師 ：⼩泉徹児先⽣、井⼝茂先⽣ 

②平成28年度 地域包括ケア推進リーダーの導⼊研修会 

期⽇ ：平成28年12⽉17⽇（⼟）9時30分〜16時30分予定 会場 ：諫早市健康福祉センター  講師 ：坂枝真⼀先⽣、井⼝茂先⽣ 

〔参加費〕会員1,000円、学⽣500円、会員外5,000円 

〔参加の対象〕理学療法⼠  ※会員の各リーダーの認定条件は、下記が必須となりますのでご確認ください。 

〔会員の履修条件〕 … 下記の(a)〜(b)の3つの全ての条件を満たさなければ認定必要な履修と認められません。 

 (a) 新⼈プログラムが終了している. 

 (b) マイページから①または②の推進リーダーの登録が済んでいる.  

 (ｃ) ①また②のe-ラーニングが終了している.（または免除の⼿続きが完了している.） 

 



平成 28 年度 （公社）長崎県理学療法士協会 FAX 通信 第11 号 ３枚目／３枚 

◆平成28 年度 地域包括ケアシステム推進リーダー導⼊研修会 つづき  ※資料準備などのため、事前のお申し込みが必要です。        

【申込み】・事前申し込みが必須です。①は11/19(⼟)まで、②は12/10(⼟)まで 

    ・参加希望の⽅は件名に「研修会名」を明記し、⽒名 ・所属先を下記アドレス迄お願いします。 

     [注]お申し込み後、1週間経っても返信が無い場合は、お⼿数ですが再度メールしていただくか、もしくはお電話でお問い合わせください。 

 ※ 以下の点にも、ご注意ください！ ※ 

  ◆駐⾞場が限られておりますので、公共機関もしくは乗り合わせにてお越しください。ご協⼒をお願いします。 

  ◆会員の⽅は「会員カード」を必ずご持参ください。お忘れの場合は、会員外の扱いとなる事を、予めご了承ください。 

  ◆会員カード持参で、別に受付にて受講済み申請のための⼿続きしてください。カード未発⾏、未⼊会の⽅は受付にお申し出ください。 

  ◆昨年度の導⼊研修を受講された会員で、協会ホームページのマイページで「履修状況確認」で導⼊研修が×の場合には、再受講が必要です。 

  再受講の場合にも〔会員の履修条件〕が必須となります。 

【問合せ・申込み】 姉川病院 野中政孝 E-mail：mstk.t.j@gmail.com TEL：0957-24-3180 

◇他団体より                                                          

・Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 第2 回勉強会のご案内                    

テーマ：「肩関節疾患の評価・治療」      ⽇時：平成28年9⽉8⽇(⽊) 19:30-21:00  講師：貞清正史先⽣(貞松病院)  

場所：良順会館（⻑崎⼤学医学部キャンパス内）                参加費：NOSPT会員1000円 会員学⽣500円 

※駐⾞場はございますが、台数に限りがあります。できる限りお乗り合わせの上お越しください。 

※会員のみの限定勉強会となります。参加希望者は事前に会員登録をお願い致します。 

申込先：http://www.nospt.org/（〆切９⽉４⽇まで） 問合せ先：NOSPT事務局 (nospt.info@gmail.com) 

・⻑崎認知神経リハビリテーション研究会 疼痛勉強会のお知らせ   ※申込締切 9/15                    

⽇時：平成28年9⽉18⽇（⽇） 9時〜12時（8時30分受付開始） 場所：宮崎病院 C棟２階 ⼤会議室 

内容：痛みの認知神経リハの考え⽅ 〜訓練における４つのグループとプロファイリング〜 

講師：鶴埜益⺒ 先⽣ （国⽴がん研究センター中央病院 理学療法⼠、⽇本認知神経リハビリテーション学会 理事） 

参加費：会員 ５００円 ⾮会員１０００円 （※会員＝⽇本認知神経リハビリテーション学会） 

申込⽅法：ＰＣメールにて、件名を疼痛勉強会とし、⽒名、所属、職種、会員or⾮会員を記載の上、下記メールアドレスまでお願い致します。      

申込確認後、資料を添付して返信します。 

申込み・問合せ先： メール：ncr_nagasaki_cta@yahoo.co.jp    ⻑崎認知神経リハビリテーション研究会 宮⽥徳美 

・第12 回⽇本⼝腔ケア協会学術⼤会 のお知らせ  ＊事前申込みについては、学術⼤会ホームページをご参照ください。                                            

テーマ：「⼝腔ケアは次の未来へ」       ⽇時：平成28年11⽉6⽇(⽊) 9:00-16:00  場所：⻑崎ブリックホール国際会議場                  

参加費：当⽇[事前申込の場合]  医師・⻭科医師 6,000[5,000]円、 他職種 4,000[3,000]円、 学⽣ 2,000[1,000]円 

シンポジウム１ 「抜くべきか 抜かざるべきか それが問題だ」  座⻑：渋⾕恭之先⽣（名古屋市⽴⼤学医学部⻭科⼝腔外科教授） 

シンポジスト(予定) 鎌⽥孝広先⽣(信州⼤学医学部)・兒島由佳先⽣(関⻄医科⼤学枚⽅病院)・⻑⾕川巧実先⽣(神⼾⼤学医学部) 
シンポジウム２ 「地域包括ケアと⻭科の役割」          座⻑：川崎浩⼆先⽣（⻑崎⼤学病院地域医療連携センターセンター⻑） 
シンポジスト(予定) 藤井卓先⽣(⻑崎市地域包括ケア推進協議会会⻑)・⼤町由⾥先⽣(さんわケアプランセンター)・鮎瀬卓郎先⽣(⻑崎⼤学病院) 

          宇都由美⼦先⽣(⿅児島⼤学病院)・⼩嶺祐⼦先⽣(厚⽣労働省保険局医療課) 

・リハビリ屋勉強会 のお知らせ  股関節勉強会 ６回コース                                              

第１回：平成28年10⽉23⽇ 10:00~16:00／第２回：平成28年11⽉13⽇ 10:00~16:00／第３回：平成28年12⽉18⽇ 10:00~16:00    

第４回：平成29年1⽉22⽇ 10:00~16:00 ／第５回：平成29年2⽉5⽇ 10:00~16:00   ／第６回：平成29年3⽉19⽇ 10:00~16:00 

講師：野⼝ 敦 先⽣   北九州リハビリテーション学院（基礎編：第１〜３回）／奥村 晃司 先⽣   川嶌整形外科病院（臨床編：第４、５回） 

      多々良 ⼤輔 先⽣  福岡志恩病院（体幹とのつながり：第６回） 

参加費：７５００円（昼⾷付き）６回コース全て受講の⽅は３９０００円  ※６回コース全て受講の⽅を最優先します。      定員：30名 

申し込み⽅法は下記メールアドレスまたはFacebookのメッセージにお名前、職種、所属、当⽇取れる連絡先を明記してお申し込みください。資料を

メールに添付してお送りすることがあります。PCからのメールが受け取れるように設定をお願いします。 

申込み・問合せ先： rehabiliya@gmail.com    リハビリ屋 冨永まで 

                                                         以上 


