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◆⻑崎県理学療法⼠協会からのお知らせ
❐⻑崎県理学療法⼠協会 FAX 通信の配信について
平成28 年度第１回定時総会で承認を受け、FAX 通信は特別な事由がない限り1 回／⽉の配信を基本とすることとなっておりますが、会員の皆さまに
⼗分にお知らせできていない状況がありましたことをお詫びいたします。つきましては、各⽉１⽇から⽉末までに送っていただいた資料は、翌⽉上旬
にFAX 通信へ掲載する形となります。その他は、⻑崎県理学療法⼠協会ホームページにて掲⽰させていただく場合がありますことをご了承ください。

❐第 28 回 ⻑崎県理学療法⼠学術⼤会 in 島原 学術部より
平成29 年2 ⽉18 ⽇(⼟)13:30〜19 ⽇(⽇)14:30 に開催される『第28 回 ⻑崎県理学療法⼠学術⼤会in 島原』の演題募集を締め切りました。
多数のご応募ありがとうございました。みなさまのご協⼒により、無事に演題登録及び抄録受け付けが終わりましたことをご報告させていただきます。
また、座⻑および査読を快く承諾していただいた先⽣⽅におかれましても、多⼤なるご⽀援まことにありがとうございます。
第28 回 ⻑崎県理学療法学術⼤会in 島原 学術部 中川 浩⼀：松岡病院 リハビリテーション科 E－mail：28.nagasaki.pt@gmail.com

❐⻑崎・⻄彼⻄海地区合同研修会「⼥性理学療法⼠参加促進企画！産前産後のトラブルに対するリハビリテーション」
内容：産前産後リハビリ経験談、⻑崎百合野病院の産前産後の取組みや地域の関わり、実際の臨床の話など 定員：50 名（先着順） 参加費：無料
講師：溝⼝菜奈先⽣、下⽥真太郎先⽣、村⽥広志先⽣（⻑崎百合野病院理学療法⼠）
⽇時：平成28 年12 ⽉11 ⽇（⽇）10:00〜11:30（受付9:30 開始）

対象：理学療法⼠（男性や⼦育て中の⽅も⼤歓迎）

場所：⻑崎県⽴総合体育館（アリーナかぶとがに）中研修室

申込：件名「1211 研修会申込み」とし①所属②⽒名③電話番号④講師への質問を下記アドレスへお願いします。またお⼦様連れの⽅はご相談くださ
い（当⽇スタッフが協⼒いたします）
。申込みは１名につき１メールでお願いいたします。なお締切⽇は12 ⽉２⽇（⾦）とさせていただきます。
当⽇駐⾞場の混雑が予想されます。近くの駐⾞場をご利⽤ください。

E-mail:npta_nagasakiseihi@yahoo.co.jp ⻑崎原爆病院 東 友美

❐平成 28 年度 第 2 回県北地区勉強会

*申込締切 ： 平成29 年1 ⽉22 ⽇（⽇）

⽇時：平成29 年1 ⽉28 ⽇⼟曜⽇ 16 時〜17 時半

場所：佐世保市総合医療センター 2 階講堂

内容：①医療倫理・職能倫理について ②⼼電図の⾒⽅
講師：⻑崎県理学療法⼠協会 倫理委員会 佐世保市総合医療センター 古⽥弘⼆先⽣
申込：参加される⽅は、平成29 年1 ⽉22 ⽇までに愛健医院・村上和彦（aikenriha@yahoo.co.jp）宛てに返信をお願い致します。

◆⽇本理学療法⼠協会からのお知らせ
❐平成 28 年度 九州ブロック現職者講習会【延期分】のご案内 テーマ：循環器理学療法 再度申込み必要！ *申込締切 ： 1/10（⽕）
台⾵12 号の影響で延期させていただいておりました『平成28 年度九州ブロック会現職者講習会』を下記の通り開催する運びとなりました。
定員 ： なし ※但し準備の都合上、締切⽇までに以下へ事前申込みをお願いします。 受講費 ： 会員無料
⽇ 時：平成29 年2 ⽉11 ⽇（⼟・祝） 11：00〜16：00（受付10：30）
会 場：⻑崎県美術館 ホール（〒850-0862 ⻑崎市出島町2-1

TEL：095-833-2110）

内 容：講演１：症例から学ぶ、循環器理学療法の臨床的視点
講師：⼭⽥宏美 ⽒（⻑崎県対⾺病院 理学療法⼠ / JPTA 専⾨理学療法⼠ 内部障害）
講演２：⾼齢者の⼼不全に対する理学療法 〜 急性期から慢性期まで
講師：北川佐由⾥ ⽒（医療法⼈光晴会病院 理学療法⼠）
対 象：
（公社）⽇本理学療法⼠協会 九州ブロック会（九州・沖縄各県⼠会）会員が対象、会員証（カード）をお持ちください
ポイント情報 ： 【新プロ】C-3 内部障害の理学療法 【認定・専⾨】 内部障害系理学療法（循環）
申込、問合せ先：⻑崎リハビリテーション学院 理学療法学科

井ノ上 修⼀

E-mail ： inoue@nagariha.koyogakuen.ed.jp

申込⽅法 ：以下の項⽬を明記しE-mail にて、件名を「九州PT 現職者」としてお申込みください。確認後、すぐに返信いたします。
⽒名（ふりがな） ②所属施設名・住所・電話番号 ③会員番号（九州各県⼠会会員のみ）
お申し込み後、5 ⽇ほど経過しても返信がない場合は、お⼿数ですがご連絡ください。携帯メールの場合、返信が届かないケースもあるようですので。
その他 ： 以前お申込みいただいた⽅もご⾯倒ですが、再度お申込みください。キャンセルされる場合は、すみやかにE-mail 等でご連絡ください。

平成28 年度FAX 通信12 ⽉号 2／2 枚⽬

❐分科学会運営幹事選挙実施のお知らせ
分科学会運営幹事の任期満了を迎えるにあたり、平成 29 年 1 ⽉から 3 ⽉の間に分科 学会運営幹事選挙が⾏われます。選挙告⽰は、平成 28 年
12 ⽉ 12 ⽇(⽉)を予定しております。詳細につきましては、 告⽰⽇にホームページへ掲載の告⽰および実施要綱をご確認ください。
【注意事項】※12 ⽉12 ⽇(告⽰⽇)時点において、当該分科学会への登録が済んでいる正会員名簿に登録されている分科学会が被選挙権対象分
科学会となります。また、選挙権につ いても同様です。そのため、分科学会への登録は、12 ⽉ 12 ⽇(告⽰⽇)迄に完了す るよう速やかにご登録
ください。⾃分が登録している分科学会の確認は、マイページ から可能です。
<予定> ⽴候補届相談期間:1/10(⽕)正午~13(⾦)正午 、⽴候補受付期間 :1/16(⽉)正午~23(⽉)正午 、投票期間 :2/13 ⽇(⽉)正午~26(⽇)正午
※分科学会の登録・確認にはマイページの ID・パスワードが必要です。ID・ パスワードを紛失された場合は、お早めに再発⾏をお願いします。

◇他団体・賛助会員より
❐⻑崎回復期リハビリテーション連絡協議会研修⼤会
この度、回復期におけるリハビリテーション(以下、リハ)に従事する専⾨職の研鑽と連携の充実を図る場として、⻑崎回復期リハ研修⼤会を企画
しました。第 1 回⽬のテーマはリハの本質である「⾃⽴⽀援」とし、講演にはリハ看護としてご⾼名な井上郁先⽣をお招きし、これまでの
取り組みをお話をいただくようにしております。お忙しい時期とは存じますが、奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます
テーマ：
「ADL ⾃⽴⽀援」

参加費：500 円(学⽣無料)

⽇時：平成 28 年 12 ⽉ 17 ⽇(⼟) 13:00〜16:30

場所：⻑崎⼤学医学部記念講堂(⻑崎市坂本町 1-12-4)

内容 1)記念講演

井上 郁 先⽣(看護師;前⾼知⼥⼦⼤学 ⽼⼈看護学教授) 「回復期リハ病棟における看護師の役割(仮)」

2)各病院から「ADL ⾃⽴⽀援」をテーマとした実践報告 ・看護師の⽴場から 5 施設 ・セラピストの⽴場から4 施設
問合せ:⻑崎回復期リハビリテーション連絡協議会 事務局 井⼿ Tel 095-818-2002 Fax 095-821-1187 E-mail jimukyoku@zeshinkai.or.jp

❐⻑崎リハビリテーション未来創造ミーティング主催セミナー 次世代リーダーへ届け！
テーマ：連盟活動の最新の動向̶国政の場で何が⾏われているのか？̶

*申込締切 ： 平成28 年12 ⽉15 ⽇
（⽊）

後援：⻑崎県理学療法⼠連盟、⽇本理学療法⼠連盟

講師：⽇本理学療法⼠連盟会⻑・北海道千歳リハビリテーション学院理学療法学科⻑ ⽥中昌史先⽣
⽇時：平成28 年12 ⽉22 ⽇（⽊）19:00〜20:30（受付18:30）

会場：⻑崎県勤労福祉会館１階多⽬的室

参加費1,000 円

申込・問合せ：⻑崎リハビリテーション未来創造ミーティング事務局 nagasakireha.mirai@gmail.com
件名を「1222 セミナー申込み」と記載し、①所属②名前③職種④携帯電話番号を上記アドレス宛にお送り下さい。⼦ども連れの際はご連絡ください。
❐パシフィックサプライ株式会社よりセミナー開催のお知らせ
テーマ：「脳卒中患者の姿勢制御と歩⾏セミナー」
講師：千⾥リハビリテーション病院副院⻑ 吉尾雅春 先⽣
⽇時：2017 年1 ⽉21 ⽇(⼟) 10：00〜16：00 参加費⽤：メイン会場 7,500 円、サテライト会場 4,000 円
【メイン会場】

TKP ガーデンシティ⼤阪梅⽥（〒553-0003 ⼤阪府⼤阪市福島区福島5-4-21 TKP ゲートタワービル） 定員：100 名

【サテライト中継会場】TKP 品川カンファレンスセンター（東京都港区⾼輪3 丁⽬26 番33 号 京急第10 ビル）定員：70 名
TKP ガーデンシティPREMIUM 名古屋駅前（愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル 13F ）定員：30 名
TKP ガーデンシティPREMIUM 広島駅前（広島県広島市南区⼤須賀町13-9） 定員：30 名
TKP カンファレンスシティ博多（福岡県福岡市 博多区博多駅前3 丁⽬19－5）定員：30 名
申込：パシフィックサプライホームページよりお申し込みください。
問合せ：パシフィックサプライ株式会社事業開発本部 conf@p-supply.co.jp
❐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
・福祉情報⽀援（ｅ－Ａｔｃ）研修会：視⼒にハンディを持った⽅への⽣活⽀援の電⼦機器活⽤の話

*電話・メール・ＦＡＸにて申込み受付
参加費：500 円

申込期限：1/9 締切

⽇時：1/12（⽊）１９：００〜２０：３０ ※⽇付変更に付、お間違いないように 場所：もりまちハートセンター ５階 パソコン室
内容：「視⼒にハンディを持つ⽅へ情報機器⽀援のポイント」

講師：⼀般社団法⼈ ⻑崎県視覚障害者協会 会⻑ 野⼝豊⽒

・リビング福祉セミナー：地域⽣活⽀援の現状の問題点と、今後の変化に対しての利⽤者への対応の話 参加費：500 円

申込期限：1/25 締切

⽇時：1/28（⼟）１０：３０〜１２：００

場所：もりまちハートセンター ５階 会議室

内容：「グループホームの現状と今後について」

講師：社会福祉法⼈⻑崎市⼿をつなぐ育成会
以上

