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◆熊本県地震に伴う長崎県理学療法士協会の協力体制と現況報告        会員の皆さまのご協力に、感謝申し上げます。                              

・長崎JRATへの参画：県内の協力病院、また四団体研修修了者から優先に推薦を行っており、現在２陣が現地で活動しております。 

・実習の受け入れ報告：５施設の会員の方よりご連絡いただき、担当者へ報告いたしました。１期目の調整が終了した段階です。 

◆H28年度  第1回島原南高地区勉強会      ※勉強会終了後、歓迎会を予定しております。場所等は後日ご連絡致します。         

日時：平成28年５月26日（木）午後７：００～        場所：（医社）東洋会 池田病院リハビリ室 

内容：１.症例検討会（２症例）２.「神経障害性疼痛、リリカについて」ファイザー株式会社 深町 一彦様 

※問い合わせ：池田病院 リハビリテーション部 野口 浩孝（Tel0957-62-3043、Fax：0957-62-3040 リハ部直通） 

◆新卒理学療法士の皆さまへお知らせください（お願い）＊入会手続きはお早めにお願いします。現在68名申請で例年の50％以下です。   

新卒理学療法士の皆さまは、日本理学療法士協会ホームページの「2015年度養成校卒業生の皆さまへ」を 

ご確認の上、http://j.mp/1RWdYkk、QRコードより入会手続きをお願いいたします。＊ガラケー対応不可。            

◆平成28年度  長崎県理学療法士協会定時総会・新卒者オリエンテーション開催のお知らせ   ＊御予定に入れられてください    

★平成28年度定時総会  ：平成28年5月22日（日）9:00～ 12:30（8:30受付開始） 会場：長崎県立総合体育館大会議室 

今回は学術大会優秀賞・奨励賞及び協会長賞授賞式を執り行う予定です。また役員（理事監事）選任、定款変更も予定されています。

今回の決議には総会員数1,959名の3分の2の承認が必要となります。欠席される方は５/19(木)までに委任状をお願いいたします。 

★新卒者オリエンテーション：平成28年5月22日（日）11:00～ 15:00（11:00受付開始）会場：長崎県立総合体育館大会議室 

新卒者オリエンテーション内で名刺を使用した交流会を企画しております。職場で使用されている名刺を５枚以上ご準備下さい。 

名刺をお持ちで無い方は、当日会場で手作り名刺を作成して頂きます。ご協力のほどよろしくお願い致します。 

◆平成28年度  協会指定管理者研修（初級）及び「平成28年診療報酬改定の読み方」開催のお知らせ ＊詳細はホームページ参照   

日時と場所：①長崎・西彼地区 平成28年6月19日（日）10：00～12：00（受付9：30より）    場所：みちのおホール  

②大村・東彼地区 平成28年6月23日（木）19：00～21：00（受付18：30より） 場所：長崎リハビリテーション学院講堂 

内容： 第1部 「平成28年度協会指定管理者研修（初級）」 JPTA 小川かつみ副会長・NPTA 塩塚順会長 

    第2部 「平成28年診療報酬改定の読み方」        NPTA 社会局 山下潤一郎局長 

申込み方法：今回施設管理者の方には、あらかじめ協会会長推薦書を総会資料に同封しております。そちらをマイページから申込み

いただく際にご使用ください。その他、長崎県理学療法士協会ホームページへ掲載いたしますので、参考にされてください。 

◆他団体からのお知らせ      ＊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。                                               

●こころ医療福祉専門学校理学療法学科同窓会主催研修会「いま、臨床で働く理学療法士に知っておいて欲しい知識と技術(仮)」   *申込み必要       

日時：第一回 5月7日(土)・第二回 6月4日(土) ともに14:00~17:00（受付13:30~） 講師：久保田 正一先生 

●長崎呼吸リハビリテーションネットワーク  2016年勉強会                                   *申込み不要                                                               

（第1回／全３回）2016年5月11日（水）19:00～21:00「呼吸リハビリテーション総論，呼吸リハビリテーションに必要な評価」 

●英語論文抄読会                  ※興味のある方、日時・内容の変更時にお知らせいたしますので、メールにてお問い合わせ下さい。 

日時：平成28年5月17日 火曜日 19：30 講師：真珠園療養所 高沢 浩太郎先生（Ph.D）参加費：500円 

●長崎上田法勉強会                                                    *申込み必要 

日時：平成28年5月24日（火） 6月21日（火） 7月26日（火） 8月23日（火）19:00～21:00 

●ＮＰＯ法人ながさきハンディキャプトサポートセンターより          参加方法：資料実費500円 電話・メール・ＦＡＸなどで受付 

５月12日（木）19：00～20：30「発達障害の気づきと支援」／５月２日（土）19：00～20：30 「「できｉｐａｄ」で出来ること」 他 

●2016年度CRASEEDセミナー 主催/兵庫医科大学リハビリテーション医学教室 共催/ NPO法人 CRASEED          *申込み必要 

日時：平成28年8月6日（土）13：30～16：30  内容：ADL評価法 FIM講習会         場所：宜野湾市民会館           以上 

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 

平成28年度 FAX通信 第3号  
発 行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成28年5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。  



（公社）長崎県理学療法士協会ＦＡＸ通信 ２枚目 

◆他団体からのお知らせ                                                    

●こころ医療福祉専門学校理学療法学科同窓会主催研修会開催のお知らせ 

テーマ：「いま、臨床で働く理学療法士に知っておいて欲しい知識と技術(仮)」 

内容：現場で使える評価・測定から、効果的な治療技術と考え方まで。       

日時：第一回 5月7日(土)・第二回 6月4日(土) ともに14:00~17:00（受付13:30~）  

講師：久保田 正一先生 

参加費：会員2,000円、非会員5,000円、学生1,000円(どちらか1日の参加でも同じです。)  

懇親会：平成28年6月4日(土)18:00~ 

申込方法：氏名、所属、職種、連絡先住所、懇親会参加の有無を明記の上、「kokoro.pt.office@gmail.com」までご連絡ください。 

●長崎呼吸リハビリテーションネットワーク  2016年勉強会                                                               

開催日時と内容：内容は変更になることがあります。ご了承下さい。 

（第1回）2016年5月11日（水）19:00～21:00「呼吸リハビリテーション総論，呼吸リハビリテーションに必要な評価」 

（第2回）2016年6月  8日（水）19:00～21:00「コンディショニング（排痰法，呼吸練習など），運動療法」 

（第3回）2016年7月13日（水）19:00～21:00「ADLトレーニング，在宅呼吸リハビリテーションの実際」 

会場：長崎大学医学部保健学科102講義室     

参加費：500円（資料代として：各回ごとで徴収させていただきます） 

講師：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学研究室スタッフ 

受講対象：医療・福祉関係従事者（看護師，介護士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士など）    定員：100名 

1) 事前の申し込みは行いません。参加希望者の方は，当日会場にお越しの上，受付をされて下さい。 

2) 会場周辺は駐車スペースが限られています。自家用車でのご来場はご遠慮下さい。 

3) 問い合わせ：神津 玲（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学）電話：095-819-7963 

●英語論文抄読会       ※興味のある方、日時・内容の変更時にお知らせいたしますので、メールにてお問い合わせ下さい。 

日時：平成28年5月17日 火曜日 19：30  

講師：真珠園療養所 高沢 浩太郎先生（Ph.D）参加費：500円 

場所：西諫早病院 総合リハビリテーションセンター  

内容：英語論文の抄読会を行っています。 

車は西諫早病院第2駐車場に駐車してください。西諫早病院裏の総合リハビリテーションセンター横の入口からお入り下さい。  

問い合わせ先：西諫早病院 総合リハビリテーション部 水上 諭 

TEL：0957-25-1150 FAX：0957-25-1551 E-mail：dpt.reha@syoujinkai.sakura.ne.jp 

●長崎上田法勉強会   

日時：平成28年5月24日（火） 6月21日（火） 7月26日（火） 8月23日（火）19:00～21:00 

会場：長崎県立こども医療福祉センター入所外来理学療法室   

対象：医療・福祉・教育関係者（成人分野、小児分野を問いません） 

内容：上田法についての説明、基本手技練習、症例提示     参加費：無料 

申込方法：件名に「長崎上田法勉強会」と入力し、①氏名、②所属、③職種、④上田法治療認定講習会または初級コース参加の有無、 

を入力の上、下記メールアドレスへ申込みください。 

※初めて上田法を勉強される方はお持ちであれば「アドバンス版 図解理学療法技術ガイド」または「理学療法ハンドブック」の「上

田法」の項目を読んできてください。 

担当者：長崎県立こども医療福祉センター 理学療法士 前田隼  E-mail：j-maeda@pref.nagasaki.lg.jp 

 



（公社）長崎県理学療法士協会ＦＡＸ通信 ３枚目 

◆他団体からのお知らせ  つづき                                                 

●ＮＰＯ法人ながさきハンディキャプトサポートセンターより  参加方法：資料実費500円 電話・メール・ＦＡＸなどで受付 

★《福祉情報支援（ｅ－Ａｔｃ）研修会》 ※申込期限：５月９日締切  

日時：５月12日（木）19：00～20：30   

場所：長崎市もりまちハートセンター １階 軽スポーツ室 

内容：「発達障害の気づきと支援」講師：長崎大学医学部保健学科 准教授 岩永竜一郎氏 

内容＆対象者：発達障害の病気を持つ方へのコミュニケーションのとり方や生活への支援などの取り組みの話 

★《リビング福祉セミナー》       ※申込期限：５月25日締切 

日時：５月28日（土）10：30～12：00   

場所：長崎市もりまちハートセンター  

内容：「成年後見人制について」 ※法改正に伴う情報  

講師：一般社団法人長崎県社会福祉士会 ぱあとなあ会員 宮崎裕子氏 

内容＆対象者：申請で知っておくべき大切なことや現状と課題についての話を伺います。 

★《福祉情報支援（ｅ－Ａｔｃ）研修会》 ※申込期限：５月30日締切 

日時：５月２日（土）19：00～20：30   

場所：長崎市もりまちハートセンター １階 軽スポーツ室 

内容：「アップル社製の機器を用い、「できｉｐａｄ」で出来ること」    

講師：長崎県立諫早特別支援学校 久保裕之氏 

内容＆対象者：ｏｓ内の補助機能を用いて、無線でのスイッチの操作で、メニュー操作が出来る機器の話 

★《リビング福祉セミナー》       ※申込期限：6月22日締切 

日時：５月25日（土）10：30～12：00   

場所：長崎市もりまちハートセンター 

内容：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法の事、知っていますか？」  

講師：長崎県障害福祉課 管理班補佐 柳澤昌弘氏 

内容＆対象者：障害者に対しての国際法が批准をされ、その内容に従い、法整備が今年度より施行された内容についての話 

●2016年度CRASEEDセミナー   

主催/兵庫医科大学リハビリテーション医学教室 共催/ NPO法人リハビリテーション医療推進機構 CRASEED 

日時：平成28年8月6日（土）13：30～16：30   

場所：宜野湾市民会館  

内容：ADL評価法 FIM講習会（ver.3.0の評価基準を詳しく解説）  

申込み：CRASEED ホームページのセミナー申込専用フォームよりお申し込みください。http://craseed.org 

受講料：6,000 円 ※CRASEED 正会員は 20% 引き・CRASEED 賛助会員の施設職員は 10%引き            

 

以上 

 

 


