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新年 あけましておめでとうございます。今年も長崎県理学療法士協会活動にご協力を賜りますよう、お願いいたします。 

■長崎県理学療法士協会関連のお知らせ                                                 

◎平成27年度 長崎県理学療法士協会 役員選挙について（告示）             ＊詳細は、本号別紙をご参照ください。  

公益社団法人 長崎県理学療法士協会選挙に関する規定に基づき、任期満了に伴う役員及び監事の選挙を下記の通り告示致します。 

■改選すべき役員    ：理事 15名 ／ 監事 3名 

■立候補および推薦期間 ：平成28年1月18日（月） ～ 平成28年2月7日（日）（メールによる届出のみ） 

◎第27回 長崎県理学療法学術大会in佐世保 のお知らせ                 ＊詳細は、本号別紙をご参照ください。  

大会プログラムや詳細の内容について、ホームページに掲載しております。ご確認ください。 

◎平成27年度 長崎県理学療法士協会 臨時総会開催のお知らせ                                    

■日時：平成28年2月21日（日）14：00～15：00（予定）               ■会場 ：アルカス佐世保 中ホール 

■内容：次年度の事業計画・予算（案）について審議を行います。 ＊臨時総会資料は、学術大会資料とともに、2月はじめに発送予定です。 

◎平成27年度 第2回 大村・東彼杵地区研修会開催のお知らせ                                    

■テーマ：「マッケンジー法について」                    ■講師：東 英文先生（牧山医院） 

■日時：平成28年1月22日（金）19：00～21：00程度             ■会場：大村市民病院 リハビリテーション室 

■問合せ：市立大村市民病院 リハビリテーション室 阿比留淳也  TEL：0957-52-2161（内線：6783） Ｅｍａｉｌ：junyaa@jadecom.jp 

◎平成27年度 第８回長崎県理学療法士連盟研修会   共催：長崎県理学療法士協会       ＊申込締切：平成28年1月30日  

■日時：平成28年2月7日（木）10：00〜13：00(9:30受付開始)         ■会場：大村市民会館 大会議室 

■講演１）「呼吸リハの最新のトピック ―嚥下リハへの理学療法士の関わり―」 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 神津 玲先生 

■講演２）「心疾患の見方―心リハを効果的に進めるためには―」        長崎大学病院 森本陽介先生 

■参加費：長崎県理学療法士連盟   会員3,000 円    非会員4,000 円    学生無料(協会会員ではありません) 

■ポイント：新プロ対象者；C-3 内部疾患、 新プロ終了者； 10 ポイント（ 専門；内部障害理学療法 ／ 認定；呼吸・循環・代謝 ） 

■申込み：kikukaigo@yahoo.co.jp に①氏名(ふりがな) ②所属 ③経験年数④携帯番号⑤資料添付可能なE-mail アドレスをご明記下さい。 

■問合せ：長愛会 菊地病院 リハビリテーション部 船越浩志kikurehafuna@yahoo.co.jp(申込みアドレスとは異なるためご注意下さい) 

■他団体からのお知らせ                                                      

・英語論文抄読会のお知らせ                                                     

■日時：平成28年1月19日 火曜日 19：30        ■場所：西諫早病院 総合リハビリテーションセンター ■参加費：500円 

■内容：英語論文の抄読会を行っています。           ■講師：真珠園療養所 高沢 浩太郎先生（Ph.D）     

■問合せ先：西諫早病院 総合リハビリテーション部 水上 諭TEL：0957-25-1150  E-mail：dpt.reha@syoujinkai.sakura.ne.jp 

※興味のある方には日時・内容の変更時にお知らせしますのでメールでお問い合わせ下さい。車は西諫早病院第2駐車場に駐車してください。 

・日 本 プ ライ マ リ・ケ ア 連合学会長崎県支部会 第3回総会・学術集会     *申込み：e-mail：pc-ngsk@shunkaikai.jp  

■テーマ：みんなで支えるプライマリ・ケア   

■内容：特別講演「脳を知り、認知症を予防する」東北大学 川島隆太先生／プレカンファランス・セミナー／ポスターセッション 

■日時：平成28年1月30日（土）11：30～17：30       ■場所：長崎大学医学部構内 

■参加費：1,000円（学生：無料）＊会終了後に懇親会を予定しています（於：宝来軒別館、会費3,000円、学生1,000円） 

・長崎ハンドセラピィ研究会のお知らせ                                             

■日時：平成28年1月30日（土）16時～             ■場所：長崎百合野病院（長崎市）会費：500円 

■内容：症例検討 ※当日持込みの症例検討も募集します。臨床で悩んでいる症例を気軽に提示下さい。（ビデオ等使用は事前連絡必要） 

・システマ（ロシアの武術）ワークショップのご案内                                       

日常の身体・心理・スピリチュアル的ダメージを回復する術を示すシステマを療法士が学ぶことは有意義であると思い企画しました。 

■ワークショップテーマ「動きの可能性を探る(仮題)」   ■講師； 津田 慎也先生(システマインストラクター)・皿田 祐介先生 

■日時；平成28年２月６日土曜日  １４：００～１８：００  ■会場；こころ医療福祉専門学校        ■参加費 ；4,000円 

■申込み：氏名、住所、連絡先（当日連絡可能）、メールアドレスを明記のうえstudio.felden@gmail.com（田中 努）までお申込み下さい。 

 平成27年度FAX通信 第20号 

e-ラーニングでの受講を開始します！ 
（新人教育プログラム A・Cのテーマ除く） 

◇申  込 ： 平成２６年６月９日から受付開始します 

        お申し込みは、「セミナー・講習会情報閲覧」または 

        「マイページ」よりお申し込みください。 

◇対  象 ： ４年目以上の新人教育プログラム履修中の会員 

◇期  間 ： 平成２６年７月１日 ～ 平成２７年２月２８日 

◇受講期間： 申込月～６か月間 

        ※ ６月申込の場合、７月から６か月間受講可能 

申込月 6月 7月 8月 9月 10月 

受講可能
期 間 

7月～ 

 12月末 

7月～ 

 12月末 

8月～ 

  1月末 

9月～ 

  2月末 

10月～ 

  2月末 

申込月 11月 12月 1月 2月 

受講可能
期 間 

11月～ 

  2月末 

12月～ 

  2月末 

1月～ 

  2月末 

2月～ 

  2月末 

◇受 講 費 ： ８，６４０円（６か月間） 

◇テーマ ： 新人教育プログラムB・D・Eのテーマを受講できます 

        ※ テーマA・Cは、所属士会の研修会または 
          理学療法士講習会基本編を受講してください 

＊申込から受講開始まで手続きの関係で、数日かかりますことをご了承ください 
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公益社団法人 長崎県理学療法士協会 

                                選管広報 第１号 

    平成28年1月6日 

会 員 各 位 

公益社団法人 長崎県理学療法士協会 

  選挙管理委員長 古里尚也 

 

告示 

 
公益社団法人 長崎県理学療法士協会選挙に関する規定に基づき、任期満了に伴う役員及び監事の選挙を下記 

の通り告示致します。 

 

記 

１．改選すべき役員         理 事 15 名 

監 事  3 名 

 

２．立候補および推薦期間    平成28年1月18日（月） ～ 平成28年2月7日（日） 

（メールによる届出のみ） 

 

３．立候補および推薦手続き   

長崎県理学療法士協会ホームページから所定の立候補届け出書、又は推薦届け出書をダウンロードし、必要 

事項を記入の上、期限までに下記選挙管理委員会古里宛にメールにて届けること 

※尚、立候補および推薦の趣旨（400字以内）を届け出書と一緒に届けること 

 

４．役員候補者告示           平成28年2月8日（月） 

※FAX通信及び長崎県理学療法士協会ホームページにて公報する 

※立候補者が定数より多い場合、選挙となります 

※立候補および推薦の趣旨、写真は、告示資料としてホームページに掲載、総会時の役員 

選出資料として使用予定 

 

５．選挙期間          平成28年2月9日（火） ～ 平成28年2月14日（日） 

 

６．投票期間（郵送による投票） 平成28年2月15日（月） ～ 平成28年2月27日（土） 

                                  （当日消印有効） 

７．開票日           平成28年2月28日（日） 

 

８．選挙結果告示        平成28年2月29日（月） 

※FAX通信及び長崎県理学療法士協会ホームページにて公報する 

 

９．その他          選挙管理委員会を下記に設置する。（平成28年1月4日より） 

届け出先及び問合せ先：〒850-0048 長崎市上銭座町11‐８ こころ医療福祉専門学校 

           理学療法科 古里 尚也 

TEL（０９５）８４６－５５６１  E-mail n.furusato@kokoro.ac.jp 
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第２7回 長崎県理学療法学術大会 in佐世保 のお知らせ 

会 期：平成２８年２月２０日（土）・２１日（日）                       

場 所：アルカス佐世保（中ホール、大会議室1、大会議室2）                  

テーマ：『地域包括ケアにおける理学療法士の可能性』～その人が輝ける居場所づくりを目指して～  

大会長  ：下釡 豊広（訪問看護ステーション かしまえ）                    

準備委員長：北村 雅志（佐世保中央病院リハビリテーション部）                   

≪大会プログラム≫ 

【講 演】 

（1日目）■基調講演 （13：30～15：00 中ホール） 

テーマ：「地域包括ケアにおける理学療法士の可能性」 

～その人が輝ける居場所づくりを目指して～ 

講 師：高木 綾一 先生（株式会社 ワークシフト代表取締役 理学療法士） 

座 長：下釡 豊広 大会長（訪問看護ステーション かしまえ） 

（２日目）■市民公開講座 （9：30～10：30 中ホール） 

テーマ：「これからの高齢者支援」 ～10年先を見据えて～ 

講 師：井口 茂 先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授） 

座 長：永木 照彦 先生（ウェルネスおおさと整形外科リハビリテーション科） 

■招待講演／韓国より２講演 （10：40～12：10 中ホール） 

講 師：Lee Minhyung 先生（department of rehabilitation Pusan University Hospital） 

Park in seok 先生（Walk Rehabilitation Hospital） 

【演題発表】 

（１日目）●セッション１、セッション２、セッション3（15：10～16：10） 

●セッション４、セッション5、セッション6（16：20～17：30） 

（２日目）●セッション７、セッション８、セッション９（12：20～13：20） 

 

※講演に関する趣旨・講師からメッセージ 等がございます。詳しくは協会ホームページをご覧下さい。 

 

≪新人教育プログラム及び生涯学習システムの単位履修について≫ 

【新人教育プログラム履修中の会員】 

参加者：理学療法の専門性  D-1「社会の中の理学療法」1単位 

発表者：理学療法の臨床    C-6「症例発表」3単位  

※発表者の方は、D-1、C-6ともに履修可能です。 

【専門領域研究部会に登録済みの会員】 

参加者：1.学会参加 6）都道府県士会学術集会・学会 10ポイント 

発表者：4.学会発表等 4）「ブロック学会」・「都道府県学会」での一般発表の筆頭演者 5ポイント 

※新人教育プログラム、専門領域研究部会ともに登録の際には会員証が必要になります。 

       会員証を必ずご持参ください。                                                                             以上 

 

カノコユリ 
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