リハビリテーション科 御中

平成 28 年度 FAX 通信

平成 29 年２月号

発 行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 29 年2 月 1 日発行) Vol.21
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。
◆⻑崎県理学療法⼠協会からのお知らせ
❐事務局より

*⽇本理学療法⼠協会より、対象の⽅には個⼈的にメール配信されている内容です。

・⼊会申請受付終了について：例年、当年度3 ⽉末まで⼊会申請を受付しておりましたが、今年度より2 ⽉20 ⽇で受付終了となります。
・休会(継続)の⼿続きについて：今年度休会期間満了⽇が平成29 年3 ⽉31 ⽇(今年度末)となります。
*上記について、記載の期限までに適切にお⼿続きいただきますよう、お願いいたします。

❐平成 28 年度 諌早地区症例検討会・諌早地区懇親会開催のお知らせ
⽇時：平成29 年2 ⽉15 ⽇（⽔）19：00 〜 20：00
内容：地区症例検討会（2 症例）
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場所：諫早健康福祉センター 第⼀研修室

案内対象：理学療法⼠・作業療法⼠・その他

参加費：会員（無料）
、会員外（※資料代として 500 円）

申し込み：参加ご希望の⽅は資料の準備がありますので、2/14 までに下記のアドレスに、⽒名、所属、経験年数をメールしてください。
＊症例報告会終了後に「地区懇親会」を予定しております。多くの⽅の参加をお待ちしております。
⽇時：平成29 年2 ⽉15 ⽇（⽔） ※症例検討会終了後

場所：旨家（諫早市東本町3-8）諫早郵便局近く

会費：4000 円

申し込み：メールにて①症例報告会のみ、②懇親会のみ、③症例報告会・懇親会両⽅と分かるようにお願い致します。
問合せ先：介護⽼⼈保健施設 恵仁荘 秀嶋敏和 TEL：0957（28）3267

FAX：0957（28）2675 E・mail：keijin.reha＠topaz.ocn.ne.jp

❐平成 28 年度諌早地区 第４回研修会開催のお知らせ
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⽇時：平成29 年3 ⽉3 ⽇（⾦） 19：00 〜 20：30

場所：諫早健康福祉センター 多⽬的ホール

内容：
「⼼疾患のリハビリテーションについて」

講師：井⽥貴之⽒（諫早記念病院：理学療法⼠）

案内対象：理学療法⼠・作業療法⼠・その他リハビリに携わる関連職種

参加費：会員（無料）
、会員外（※資料代として500 円）

申し込み：参加ご希望の⽅は資料の準備がありますので、3/2 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 TEL：0957（28）3267

FAX：0957（28）2675 E・mail：keijin.reha＠topaz.ocn.ne.jp

◆他団体からのお知らせ
❐Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 特別勉強会のご案内
テーマ：ジェフマリーのスポーツマッサージの極意

定員：両⽇それぞれ50 名ずつ

会場：塚崎整形クリニック(⻑崎市東町1918-1)

開催⽇&内容：1 ⽇⽬ 平成29 年2 ⽉4 ⽇（⼟）14：3019：30 上半⾝のﾏｯｻｰｼﾞ 2 ⽇⽬
参加費；1 ⽇⽬ 会員12,000 円 ⾮会員15,000 円
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2 ⽉5 ⽇（⽇）10：0017：00 下半⾝のﾏｯｻｰｼﾞ

2 ⽇⽬ 会員12,000 円 ⾮会員15,000 円

申込み：NOSPT ホームページ（http://nospt.org/home/chidc/1/60/116）よりお申し込みください。問合せ先：NOSPT(nospt.info@gmail.com)

❐県南地域リハセミナー

主催：県南地域リハ広域⽀援センター
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テーマ：
「みなさんが⼊れ⻭のことを知って頂くだけで、利⽤者、患者さんの⽣活が変わります」
⽇時：平成29 年2 ⽉14 ⽇(⽕)18:45〜20:45 (18:15 受付)

場所：ホテルシーサイド島原

申込み：FAX にて①施設・事業所名②住所③電話番号④FAX 番号⑤参加者⽒名を明記の上、池⽥病院リハ室宛てにお願いします。FAX：0957-62-3040

❐介護予防のための地域ケア会議に関する研修
⽇時：平成29 年2 ⽉15 ⽇（⽔）18:00〜20:00（受付17:30〜）
内容：⼤分県（杵築市）の取組報告

・⾃⽴⽀援型ケアプランについて

主催：⻑崎県⻑寿社会課
場所：平⼾市内（調整中）
・介護予防（⾃⽴⽀援）のための地域ケア個別会議の実施について

・ケア会議の実施に関する県の役割 ・ケア会議に関わる専⾨職の役割
報告者：⼤分県杵築市役所 福祉推進課 課⻑ 江藤修 様

等

問い合わせ：⻑崎県⻑寿社会課 岩本

❐第１回医療・介護従事者を対象とした多職種連携研修会「多職種協働で守る⼝と体の健康」
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主催：⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 地域包括ケア教育センター他
テーマ：「あじさいネットを利⽤した多職種連携の現状と課題」

講師：奥平定之先⽣(奥平外科医院院⻑)

⽇時：平成29 年2 ⽉21 ⽇（⽕）19：00〜20:30

会場：⻑崎⼤学病院第４講義室

⼊場無料

申込み：⽒名、職業、勤務先について⻑崎⼤学病院 義⻭補綴治療室 ⼭下宛にメールにてお知らせください(n_pd@ml.nagasaki-u.ac.jp)

平成 28 年度 FAX 通信平成 29 年 2 ⽉号 Vol.21 ２／２枚⽬ (平成 29 年 2 ⽉ 1 ⽇発⾏)
❐平成 28 年度 ⻑崎市北部ブロック管理者向け研修会

主催：⻑崎地域リハ広域⽀援センター⻑崎市北部ブロック *2/20 申込み締切

テーマ：「地域で今,セラピストは何が出来るのか?多職種とのグループワークを通して」
⽇時：平成29 年2 ⽉22 ⽇（⽔）19：00〜20:30(受付18:30)

会場：みちのおホール

⼊場無料

対 象:北部ブロックエリアの病院・施設における主任/科⻑などリハビリ管理職の⽅,PT/OT/ST の⽅であれば職種は問いません。
話題提供：⻑崎⼤学医学部保健学科 ⽥中浩⼆⽒

終了後、グループワーク：各エリア、包括スタッフとともに実施します。

申込み・問合せ：件名「2/20 北部ブロック研修会申込み」①⽒名②職種③機関名を記載し、⻑崎北病院 菊地宛にメールでお申し込みください。
E-mail：kita_y_kikuchi@shunkaikai.jp

❐Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 第 4 回勉強会のご案内
⽇時：平成29 年2 ⽉23 ⽇(⽊) 19:30-21:00

場所：良順会館（⻑崎⼤学医学部キャンパス内）

テーマ：
「膝関節疾患の評価・治療」

講師：⼀瀬浩志先⽣(貞松病院)
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参加費：NOSPT 会員1000 円 会員学⽣500 円

※駐⾞場は台数に限りがあります。できる限り乗り合わせの上お越しください。※会員限定勉強会となります。事前に会員登録をお願い致します。
申込先：http://www.nospt.org/

問合せ先：NOSPT 事務局 (nospt.info@gmail.com)

❐平成 28 年度⽣活⾏為向上マネジメント他職種向け研修会案内

主催：⻑崎県リハビリテーション⽀援センター *2/18 申込み締切

⽇時：平成29 年2 ⽉26 ⽇（⽇）8：30（受付）9:00〜12:00

会場：道ノ尾病院※会場に駐⾞場はありません。公共交通機関をご利⽤ください。

対象者：ケアマネージャー・⾏政職員・介護職員・リハ職など

参加費：無料

テーマ：その⼈の「したい・やりたい」を⽀援するケア 〜⽣活⾏為向上マネジメントの考え⽅〜
プログラム：9:00 〜 9:30 概論

9:30 〜10:10 事例紹介

10:20〜12:00 聞き取り演習、グループワーク説明、事例紹介

申込み：
「平成28 年度⽣活⾏為向上マネジメント他職種向け研修会 参加申し込み」とし、FAX にて⻑崎県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ⽀援センター事務局 ⼤⽊⽥ 迄
①所属（職種）②⽒名③電話番号④FAX 番号をお知らせください。

送信先 FAX 095(886)8701（送信票不要）

❐平成 28 年度⻑崎⼤学理学療法学同⾨会卒後セミナーのご案内
テーマ：「⾼齢者に対するリハビリテーションを再考する」
⽇時:平成29 年3 ⽉4 ⽇(⼟) 14:30~ 17:30

会場:⻑崎⼤学医学部保健学科 101 講義室

参加費：会員2000 円、⾮会員3000 円、準会員・学⽣無料
内容: Ⅰ.特別講演 14:30~ 16:00 「⾼齢者における⾝体・⼼理・認知機能低下の病態理解と介⼊戦略(仮) 」
講師:国⽴⻑寿医療研究センター予防⽼年学研究部 牧迫⾶雄⾺先⽣
Ⅱ.シンポジウム 16:20~ 17:30 話題提供者:⼭⼝晃樹先⽣(⼗善会病院)、平瀬達哉先⽣(⻑崎⼤学⼤学院) 引地優⼈先⽣(友愛病院)
＊同⾨会会員の⽅は、セミナー参加について、総会出⽋(⽋席の⽅は委任状)とともにご返送いただきますようお願いします。
お問い合わせ等：〒852-8520 ⻑崎県⻑崎市坂本1-7-1 Tel & Fax : 095-819-7964 E-mail: jun-saka@nagasaki-u.ac.jp 学術担当:坂本淳哉

❐平成 28 年度こころ医療福祉専⾨学校理学療法学科同窓会セミナーのご案内
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タイトル：「痛みのリハビリテーション〜腰痛を中⼼に〜」

講師：北海道千歳リハビリテーション学院 学院⻑ 伊藤俊⼀先⽣

⽇時：平成29 年3 ⽉11 ⽇（⼟）14:00〜17:00（13:30〜受付）

場所：⻑崎県総合福祉センター5 階⼤会議室

参加費：同窓会会員1000 円、⼀般3000 円

懇親会：セミナー終了後開催。参加希望の⽅には詳細をメールで連絡します。

申込：①⽒名、②所属、③職種、④懇親会参加の有無をご記⼊の上、こころ医療福祉専⾨学校理学療法学科同窓会事務局：松林まで、
メールでお申し込みください。E-maill：kokoro.pt.office@gmail.com

❐公益社団法⼈⽇本理学療法⼠協会 起業⽀援・促進セミナー(セミナー番号：12734)
開催⽇時：2017 年3 ⽉11 ⽇(⼟)
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9 時半〜受付開始、10 時講義開始〜16 時45 分終了予定

会場：⽥町カンファレンスルーム

❐公益社団法⼈⽇本理学療法⼠協会 地域包括ケア病棟働き⽅セミナー2017 リハビリテーションスタッフの役割
開催⽇時：2017 年3 ⽉12 ⽇(⽇)

9 時半〜受付開始、10 時講義開始〜
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会場：UDX カンファレンス４F ギャラリー type S(東京 秋葉原)

参加費：会員無料 詳細は、随時、⽇本理学療法⼠協会ホームページをご確認ください。

❐公益社団法⼈⽇本理学療法⼠協会・上⽥市・環境省 3 者協定に基づく「温泉を活かした新しい健康づくりフォーラム」
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1 ⽇⽬ 「温泉を活かした健康づくりフォーラム」平成29 年３⽉14 ⽇（⽕）16:00〜 場所 ザ・グランドティアラ上⽥⾼砂殿２階瑞松(⻑野県)
2 ⽇⽬ 「⿅教湯温泉における取組の紹介」平成29 年３⽉15 ⽇（⽔）10:00〜
対象：温泉地が所在する⾃治体職員、医療関係者、観光関係者、市⺠など

場所 ⿅教湯病院 講堂（⻑野県上⽥市⿅教湯温泉1308）
詳細情報：http://www.env.go.jp/press/103528.html

以上

