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◆	 平成28 年度 学術局教育部 研修内容（新プロ、管理、臨床実習）                             
            

 
 

◆ ⻑崎・⻄彼⻄海地区 合同研修会                                                  

・H28 年度 職場対抗新⼈戦！！〜うち⾃慢甲⼦園〜          ＊現在10 施設以上のエントリーを受け付けております。 

【内  容】職場紹介を新⼈が⾏う会。病院・施設と学⽣の交流の場となることも期待し、養成校学⽣にも参加を呼びかける予定です。 

【⽇  時】平成28 年8 ⽉20 ⽇(⼟) 14:30〜17:00(受付14:00〜)  【場  所】こころ医療福祉専⾨学校  

【発表内容】各職場の紹介(取組やシステムづくり、⼈材など何でもOK)  ※校内駐⾞場使⽤不可。公共交通機関でお越しください。 

【発表形式】ポスター、1 演題につき発表時間は⼝述7 分、質疑応答が3 分の計10 分 

           ポスター提⽰サイズ 横90cm×縦150cm(A3 ⽤紙10 枚分)     タイトル提⽰サイズ 横70cm×縦20cm 

【発表者要件】理学療法⼠になって3 年⽬まで ※3 年⽬以降でも職場で経験年数が⼀番下、もしくは⼀⼈職場のスタッフもOK です。 

【応募⽅法】①第⼀次：「所属、⽒名、経験年数」を8 ⽉6 ⽇までにメールにてご連絡ください。 

           ②第⼆次：発表データは8 ⽉13 ⽇までにパワーポイントまたはpdf形式でメールにてお送りください。 

【問い合わせ先】社会医療法⼈春回会井上病院 橋本修平 E-mail:npta_nagasakiseihi@yahoo.co.jp 

・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？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） 
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平成 28 年度 FAX 通信 第 9 号  
発 行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成28年8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。  
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◆ 平成28 年度理学療法⼠講習会基礎編の案内 ※事前申し込みが必要です（8 ⽉21 ⽇締切）                                  

【テーマ】：「スポーツの理学療法」           【講 師】：⼤⽯勝規先⽣（和仁会病院 理学療法⼠）  

【⽇ 時】：平成28 年8 ⽉28 ⽇（⽇）9 時30 分〜16 時30 分(9 時受付開始)   【場 所】：⻑崎県⽴⼤学シーボルト校 M103 

【内容】： 2020 年に東京オリンピック・パラリンピック、2019 年にはラグビーＷ杯⽇本開催などスポーツの話題は⽬⽩押しです。

2014 年には本県でも「⻑崎がんばらんば国体・⼤会」が開催されました。スポーツ分野での理学療法⼠の活動は、以前より盛んに

⾏われていますが、その意義や役割を再確認できる機会となればと思います。またスポーツ理学療法に必要な情報収集や評価の視点、

問題点の抽出からリハビリテーションの実際を経験を踏まえながら説明し、必要な考え⽅を鏤めていきたいと思います。 

注意)（１）会員の⽅は「会員カード」を必ずご持参ください。 （２）ポイント情報：新プロ：C-2 運動器疾患の理学療法 

【参加費】：会員3,000 円、⾮会員10,000 円       【定 員】：70 名 

※会場での駐⾞台数には限りがございます。ご来場の際は出来るだけお⾞に乗り合わせの上お越しください。 

【申し込み・問い合わせ先】：宮崎病院リハビリテーション科 牧野真也E-mail：professional2012pt@yahoo.co.jp            

【申し込み⽅法】：※事前申込みを⾏っています。参加希望の⽅は、8 ⽉21 ⽇（⽇）までに、マイページから申込みをお願いします。 

         専⾨・認定：運動器理学療法専⾨分野（スポーツ理学療法） 

◆ 平成28 年度 公益社団法⼈⻑崎県理学療法⼠協会 地域ケア研修会                             

 期  ⽇ ： 平成２８年９⽉１0 ⽇（⼟）PM13：30 〜 ＰＭ16：30  (13：15〜受付開始)   

 場  所 ： ⻑崎県⽴総合体育館 ⼤研修室   〒852-8035  ⻑崎県⻑崎市油⽊町7-1 TEL：095-843-6521 

  プログラム：  13：40〜14：20 基調講演 「これからの総合⽀援事業を⾒据えて」 

                 講師： 岩本 美鶴 先⽣（保健師）（⻑崎県 福祉保健部 ⻑寿社会課） 

                 座⻑： 本⽥ 憲⼀（（公社）⻑崎県理学療法⼠協会 福祉部部⻑） 

        14：30〜16：20 シンポジウム 「総合⽀援事業への関わりを考える」 

                     シンポジスト：飯野  朋彦 先⽣（理学療法⼠）（介護⽼⼈保健施設 にしきの⾥） 

                              貞松    徹 先⽣（理学療法⼠）（社会福祉法⼈ながよ光彩会 統括施設⻑） 

                                                川嶋 富久 先⽣（理学療法⼠）（⼤村市 福祉保健部 ⻑寿介護課） 

                     座  ⻑：奈良崎 博⼀ 先⽣（理学療法⼠）（（株）バイタル エフステージ） 

  資 料 代 ： 会員 1000 円 会員外 2000 円 学⽣ 無料 

  問い合わせ先： 在宅⽀援リハビリテーションセンター ぎんや 本⽥ 憲⼀  TEL（095）818-2002 FAX（095）818-3454           

＊ポイント情報： 新⼈教育プログラム ：C-5 地域リハビリテーション 

         専⾨理学療法⼠並び認定理学療法⼠資格取得及び更新に関わる履修ポイント基準：⽣活環境⽀援理学療法専⾨分野 

           a.認定理学療法⼠(地域理学療法) b.認定理学療法⼠(健康増進・参加) c.認定理学療法⼠(介護予防) e.専⾨理学療法⼠ 

◆ 平成28 年度第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】：「成⼈中枢神経疾患（パーキンソン病、脳卒中）のリハビリテーション」【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〜16 時30 分（9 時受付開始） 【場所】：健康福祉センター(諫早市宇都町29-1) 

【参加費】：会員2000 円 ⾮会員4000 円 学⽣500 円   【定員】：70 名    ※駐⾞場に限りがあり。乗り合せでお願いします。 

【履修ポイント】専⾨・認定：神経系理学療法⼠ a 認定理学療法⼠（脳卒中）・b 認定理学療法⼠（神経筋）、d 専⾨理学療法⼠ 

        新⼈教育プログラム：C-1 神経系疾患の理学療法 

【問い合わせ先】：姉川病院 リハビリテーション科 野中政孝 E-mail：mstk.t.j@gmail.com    

【申込み⽅法】：件名「第１回学術研修会申し込み」と記載し①⽒名②所属③職種を上記E-mailまで送信願います。10/13（⽇）まで 

◆ 賛助会員・他団体より                                                 

・Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 第1 回講習会 スポーツ選⼿のためのボランティアセミナー 他 
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賛助会員・他団体より 

・Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 第1 回講習会 スポーツ選⼿のためのボランティアセミナー    

テーマ：⼀瞬を⾒逃さない眼をつくる！〜スポーツビジョンの理論と実際〜 

 スポーツにおいて眼（⾒ること）はとても重要であり、⼀瞬を⾒逃さないビジョントレーニングはとても有効です。本講演では、

ビジョントレーニングの現状と、その⽅法と効果について具体的な実例を⽤いて講演します。当⽇は実際に眼球を動かし、ビジョン

トレーニングを体感していただきます。また⼦供たちの発達とビジョンについても密接な関わりがあり、遠近感に乏しいお⼦様や⽂

字と⽂字がどうしてもくっついてしまったり、バランスの悪い字を書いてみたり、また図形の問題が極端に苦⼿だったり、このよう

な原因が⽬であることもしばしばです。その実際と解決につながるトレーニングについても簡単に触れたいと思います。 

講師：中村尚広（なかむら たかひろ）先⽣（尚時堂㈱ 両眼視ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研究所）           参加費：無料 

⽇時：2016 年8 ⽉20 ⽇（⼟）17:15-18:30（17 時受付開始）  場所：⻑与町⺠体育館（〒851-2121 ⻄彼杵郡⻑与町岡郷613-4） 

対象：主に⻑与地区の⼩中学⽣と保護者、指導者          ※駐⾞場に限りがあり。乗り合せでお願いします。 

申込み：当会web サイトより(http://www.nospt.org/)8/13 迄にお申込み下さい。※チームでの参加は代表者がお申込み下さい。 

問合せ先：NOSPT 事務局 (nospt.info@gmail.com) 

・ＮＰＯ法⼈ながさきハンディキャプトサポートセンター(NPONHSC)より                          

９⽉《福祉情報⽀援（ｅ－Ａｔｃ）研修会》      申込期限：８⽉２８⽇締切 

 ⽇時：９⽉１⽇（⽊）１９：００〜２０：３０ 

 内容：「ｉｏｓのアクセシビリティ補助⽀援の紹介」https://nponhsc.html.xdomain.jp/event/h28/1609.pdf 

 講師：⻑崎県⽴諫早特別⽀援学校 ⻄村⼤介⽒ 

 場所：⻑崎市茂⾥町（ブリックホール隣） もりまちハートセンター ５階 パソコン室 

 内容＆対象者：アップルｉｏｓ⽤のアクセシビリティの補助⽀援などの話 

 参加⽅法など：参加費 ５００円 電話・メール・ＦＡＸにて受付 

９⽉《リビング福祉セミナー》            申込期限：９⽉２１⽇締切 

 ⽇時：９⽉２４⽇（⼟）１０：３０〜１２：００ 

 内容：「退院に向けた住環境整備」https://nponhsc.html.xdomain.jp/event/h28/1609.pdf 

 講師：(株)カイダ アイフルケア 福祉住環境設計室 管理建築⼠ 松尾正⽒ 

 場所：⻑崎市茂⾥町（ブリックホール隣） もりまちハートセンター ５階 会議室 

 内容＆対象者：病院から退院時の住環境整備の注意点やリォーム補助制度の申請の流れ、改修⼯事での実際の対応の話 

 参加⽅法など： 参加費５００円 電話・メール・ＦＡＸにて受付 

   

 

 

                                                        以上 


