リハビリテーション科 御中

平成 28 年度 FAX 通信 第 14 号
発 行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 28 年10 月 5 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。

◆⽇本理学療法⼠協会事務局 ⽣涯学習課 からのお知らせとお詫び

今年度⼊会で、会員番号が付与されていない時期に研修参加された会員におきまして、履修単位の付与がシステムのトラブル
により、登録ができていませんでしたが、現在システムが改修され、通常通り、研修会開催後 1 か⽉を⽬安に単位・ポイント
登録ができております。ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
◆（公社）⻑崎県理学療法⼠協会【新ホームページ】開設についてお知らせ 【広報部より】
⽇頃より本協会の広報活動にご理解とご協⼒を賜り誠に有難うございます。平成 28 年 10 ⽉ 1 ⽇より、本協会ホームページをリニュ
ーアルいたしました。今後も会員のみでなく、県⺠に対しても広く本協会と理学療法⼠について知っていただける広報活動を続けた
いと思いますので、引き続きご指導とご協⼒をお願いいたします。研修会情報などにおいても、本協会主催のもの、その他できる限
りわかりやすくお伝えできるよう努⼒いたしますので是⾮ご活⽤ください。
【新ホームページ】 http://www.npta.or.jp/

※ 以前と同じ

＜お詫び＞
ホームページ移⾏作業に伴い、9 ⽉ 30 ⽇から 10 ⽉ 1 ⽇の期間に閲覧できない状況が⽣じましたことをお詫びいたします。新ホーム
ページはスマホなど携帯端末でも快適に閲覧できるようになっておりますが、⼀部ブラウザ（Safari など）互換性が低い場合が⽣じ
ています。状況を確認し対策を練っております。⼤変ご⾯倒ですが確認できない場合は他の環境で閲覧を試⾏いただければ幸いです。
＜お問い合わせ、ご連絡先＞⻑崎県理学療法⼠協会事務局 広報部⻑

⻄ 啓太（和仁会病院）

広報部担当理事 ⼤⽯勝規（和仁会病院）
◆平成 28 年度第１回学術研修会の案内

E-mail：nptakouhou@gmail.com

※事前申し込みが必要です（10 ⽉ 15 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
【参加費】
：会員2000 円

⾮会員5000 円

学⽣500 円

【場 所】
：健康福祉センター(⻑崎県諫早市宇都町29 番1 号)

【定 員】
：70 名

【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 疾患の理学療法
※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。
【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
【申し込み⽅法】
：事前申し込みを⾏います。参加希望の⽅は、件名に「第１回学術研修会申し込み」と記載し、①⽒名、②所属、③職種を上記メール
アドレスまでお願いします。10 ⽉15 ⽇（⼟）までに申し込みをお願いします。
9 ⽉に配信されたＦＡＸ通信の内容に誤りがあり、訂正させていただきます。⼤変申し訳ありませんが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

◆平成 28 年度 諌早地区 第２回研修会開催のお知らせ
⽇ 時：平成２8 年１０⽉２６⽇（⽔） 19：00 〜 20：30

場 所：諫早健康福祉センター 多⽬的室

内 容：
「地域包括ケアシステムの構築に向けて」
第1 部：⼤村市の総合⽀援事業の現状 第2 部：諫早市における地域包括ケアシステム構築に向けての推進会議の報告
講 師：第1 部 ①柿⽥京⼦⽒（介護⽼⼈保健施設 うぐいすの丘 副施設⻑）
第2 部 ②坂枝真⼀⽒（あいのわ：理学療法⼠）諫早市介護予防・⽇常⽣活⽀援推進委
③川⼝明史⽒（あきやま病院：作業療法⼠）諫早市認知症対策推進委員
案内対象：理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠

参 加 費：無料

申し込み：参加ご希望の⽅は資料の準備がありますので、10/25 までに下記のアドレスにメールしてください。
問合せ先：介護⽼⼈保健施設 恵仁荘 秀嶋敏和 E-mail：keijin.reha＠topaz.ocn.ne.jp

TEL：0957（28）3267

平成 28 年度 （公社）長崎県理学療法士協会 FAX 通信 FAX 通信 第 14 号 ２枚目／3 枚
◆平成 28 年度全国⾼等学校サッカー選⼿権⼤会⻑崎県⼤会メディカルサポートスタッフ募集
⽇時：平成28 年10 ⽉22 ⽇,23 ⽇,29 ⽇,30 ⽇,11 ⽉6 ⽇,13 ⽇

申込締め切り：平成28 年10 ⽉17 ⽇（⽉）

会場：トランスコスモススタジアム⻑崎（11 ⽉13 ⽇）⼤村市古賀島スポーツ広場 （10 ⽉22 ⽇,23 ⽇）
⻑崎県⽴百花台公園サッカー場 （11 ⽉6 ⽇）

島原市営平成町⼈⼯芝グランド・多⽬的広場（10 ⽉29 ⽇，30 ⽇）

活動内容：試合中の応急対応、コンディショニング、相談等。 ⾒学の⽅も受け付けておりますのでご連絡ください。
申込先：医療法⼈ 増⽥整形外科 持永⾄⼈ TEL：0956-24-0056 FAX：0956-24-0156 E-mail：kiki@cap.bbiq.jp

◆平成 28 年度 第 5 回 新⼈教育研修会（県央）のご案内
概要は（公社）⻑崎県理学療法⼠協会のＨＰの県⼠会ニュースのタグ内にてダウンロードできますので、必要な講義資料を当⽇、ご持参ください。そ
れぞれの項⽬ごとの受講も可能ですので、それぞれの開催時間までにお越しいただき受付を⾏ってください。
（⼊会申請中でも受講は可能です）
⽇時：11 ⽉6 ⽇（⽇） 9：30 〜 12：50（受付9：00〜）
会場：⻑崎国際⼤学 1101 号教室
内容：①内部障害の理学療法

（住所：佐世保市ハウステンボス町2825-7 電話：0956-39-2020）
（⽥代 伸吾先⽣） C－3：9：30〜10：30

②統計⽅法論

（⽔上 諭先⽣）

B－3：10：40〜11：40

③社会の中の理学療法

（吉⽥ 裕志先⽣） D－1：11：50〜12：50

＜注意事項＞（1）事前申し込みを⾏います。参加希望の⽅は件名に「第4 回新プロ研修会」と明記し、①⽒名 ②所属先 ③経験年数 を
１１⽉４⽇までに下記メールアドレスまでお願いします。なお、申し込みに対する返信は致しませんのでご了承ください。
（2）テキスト資料は、配布いたしませんので、各⾃、
（公社）⻑崎県理学療法⼠協会のＨＰの県⼠会ニュースのタグ内にて
ダウンロードしてご持参ください。
なお、Ｃ領域に関しては、資料の配布が無い為、各⾃、筆記⽤具の準備をお願いいたします。C 領域は、資料代として500 円徴収します。
全体問合せ先：⻑崎医療技術専⾨学校 理学療法学科 林 勇⼀郎（ TEL: 095-827-8868 Ｅmail: hayashi@tamaki.ac.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

）

※事前の申込みが必要。
※期⽇が変更となっています。
ご注意ください。

【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) × → ○平成28 年11 ⽉19 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

【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

〔参加費〕会員1,000 円、学⽣500 円、会員外5,000 円

師 ：坂枝真⼀先⽣、井⼝茂先⽣
〔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.）
【申込み】
：事前申し込みが必須です。①は11/12(⼟)、②は12/10(⼟)締切。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。※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、別に受付とは別に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
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◇九州ブロックより

認定必須研修会（脳卒中）in ⿅児島県 のお知らせ

申し込み期間：2016 年 10 ⽉ 31 ⽇(⽉)迄

⽇本理学療法⼠協会主催認定理学療法⼠（脳卒中）の修得を⽬指している⽅は、この機会に受講をお薦め致します。
講師は、網本和 PT（⾸都⼤学東京）
・吉尾雅春 PT（千⾥リハビリテーション病院）⼘部貴夫 Dr（順天堂⼤学医学部附属 浦安病院）
・
阿部浩明 PT（広南病院 ）です。脳卒中では⾮常に著名な講師が、⿅児島に集結します。
受講申し込みは、⽇本理学療法⼠協会ホームペーhttp://www.japanpt.or.jp/の「会員の⽅へ」をクリック、講習会・研修会情報を
クリック、セミナー講習会情報閲覧をクリック、認定必須研修会・協会指定研修をクリック、セミナー番号 10504 の申し込みをクリ
ックしてください。詳細については、申し込みの欄にあります。ご参照ください。
◇他団体より
(賛助会員)・第 26 回上⽥法治療研究会学術集会のご案内
【⽇ 時】

平成28 年11 ⽉26 ⽇(⼟) 12:30〜19:00(受付12:00〜12:30)
11 ⽉27 ⽇(⽇)

9:30〜14:00(受付9:00〜9:30)

【会 場】

⻑崎県⽴こども医療福祉センター （〒854-0071 ⻑崎県諫早市永昌東町24-3）

【テーマ】

上⽥法の治療戦略－当事者と共に進める－

【学会⻑】

【主 催】

上⽥法治療研究会

【参加資格】 医療・教育・福祉関係者・学⽣・障害者とそのご家族

【参加費】

会員：2,000 円、⾮会員：4,000 円、学⽣：500 円、障害者とその家族：無料

浦川 純⼆（⻑崎県島原病院 理学療法⼠）

詳細は上⽥法治療研究会ホームページをご覧ください（URL：http://square.umin.ac.jp/ueda-method/）
【お問い合わせ】第26 回上⽥法治療研究会学術集会事務局
⻑崎県⽴こども医療福祉センター 医療局 リハビリテーション科内 理学療法⼠ 前⽥ 隼
E-Mail ：j-maeda@pref.nagasaki.lg.jp

（後援）
・平成 28 年度 第 3 回⻑崎県⺠フォーラム
【⽇ 時】
【テーマ】

平成28 年11 ⽉3 ⽇(⽊) 13:30〜16:00

主催：在宅医療・福祉コンソーシアム⻑崎
【会 場】⻑崎⼤学中部講堂 ⽂教キャンパス

【参加費】無料

みんなで⽀えあおう！それぞれの在宅ケア ー在宅がん医療・緩和ケアの推進を⽬指してー

【シンポジウム】
「多職種協働による在宅医療・緩和ケア」

（後援）
・第 21 回⻑崎県国保地域医療学会

主催：⻑崎県国⺠健康保険診療施設協議会 ⻑崎県国⺠健康保険団体連合会

【⽇ 時】

平成28 年11 ⽉5 ⽇(⼟) 9:30〜16:20

【会 場】諫早⽂化会館「⼤ホール」諫早市宇都町9-2

【テーマ】

⻑崎県⺠の健康寿命の延伸

【特別講演】 「⻑崎県⺠の健康寿命の延伸」

講師：⻑崎⼥⼦短期⼤学 教授 草野洋介

【シンポジウム】
「⻑崎県⺠の健康寿命の延伸」＊シンポジウム会員発表あり（奈良崎博⼀⽒・中島⿓星⽒）

（後援）
・認知症の⼈と家族への援助をすすめる 第 32 回全国研究集会 in ⻑崎
【⽇ 時】
【テーマ】

平成28 年11 ⽉6 ⽇(⽇) 9:30〜16:00

主催：公益社団法⼈ 認知症の⼈と家族の会

【会 場】⻑崎ブリックホール ⻑崎市茂⾥町2-38

【参加費】⼀般2,000 円

「寄りそう ⼼で ⽀えあう」認知症の⼈と家族を⽀える地域包括ケアを⽬指して

【講演】 「地域包括ケアシステムが育てる寄り添う医師のこころ」

講師：⻑崎⼤学地域包括ケア教育センター教授 永⽥康浩⽒

その他、シンポジウム、事例発表など

以上

