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◆平成29 年度 第１回地区勉強会    ※⼊会申請中でも受講可能                               

★県北地区★  参加予定のある⽅は、aikenriha@yahoo.co.jp まで、村上和彦宛 でお願い致します。 

⽇時：平成29 年6 ⽉24 ⽇⼟曜⽇ 16 時〜17 時半              会場：燿光リハビリテーション病院 コミュニティーホール 

内容：情報交換会 及び 熱中症対策などの情報提供（⼤塚製薬⼯場 ⽥島毅⽒・ＯＳ-1）、脱⽔や熱中症に関して20 分 

その後各15 分間 ①急性期:佐世保共済病院(⾺場武司先⽣)      ②回復期:燿光リハビリテーション病院(松永翔平先⽣) 

         ③介護保険領域:柿添病院(増⼭博之先⽣)  〜住⺠主体の通いの場への⽀援 PT の地域活動に関すること〜   

         ④スポーツリハ及び地区の現状紹介 医療法⼈愛健会 愛健医院 村上和彦 

★諌早地区★  申込期限：6 ⽉26 ⽇(⽉)まで 

⽇時：平成２9年6⽉28⽇（⽔） 19：00 〜 20：30                  会場：諫早健康福祉センター 多⽬的ホール 

内容：「正しい医療事故調査とは」 〜医療安全と紛争解決は分けて考えよう〜  満岡 渉先⽣（医師：満岡内科・循環器科） 

案内対象：理学療法⼠・作業療法⼠・その他医療および介護関連職種          参加費：会員（無料） 会員外（※資料代として500円） 

申込み：参加ご希望の⽅は資料の準備がありますので、6/26（⽉）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	

◆平成29 年度 第1 回 新⼈教育研修会（県央）   ※⼊会申請中でも受講は可能    ※それぞれの項⽬ごとの受講も可能               

⽇時：6⽉25⽇（⽇） 9：30 〜 12：50（受付9：00〜）  会場：有喜ふれあい広場 多⽬的ホール1 （住所：諫早市有喜町488番地） 

内容：  ①⼈間関係および接遇（賀村 肇先⽣）A－4：9：30〜10：30 ②理学療法における関連法規（⼭下潤⼀郎先⽣）A－5：10：40〜11：40 

③⼀次救命処置と基本処置（⼩無⽥ 彰仁先⽣）B－1：11：50〜12：50 

＜注意事項＞ テキスト資料は、配布いたしません。各⾃、本会ＨＰの県⼠会ニュースのタグ内にてダウンロードしご持参ください。 申込み不要。 

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29 年 全国⾼等学校野球選⼿権（⻑崎⼤会）のサポートスタッフ公募        公募締切：平成29 年6 ⽉20 ⽇（⽕）                                         

⽇時：平成29年7⽉7⽇（⾦）〜23⽇（⽇） 8:30〜16:30（仮；昨年度参考）内容：試合前後のクールダウン、応急処置場所：⻑崎県営野球場、

佐世保市総合グラウンド野球場             ⼈数：⻑崎県営野球場40名程度、佐世保市総合グラウンド野球場30名程度 

問い合わせ先 ⻑崎：⽵ノ内洋（健康増進部部⻑、のりむらクリニック TEL：095-855-3911） 佐世保：⼭⼝祐司（三川内病院 TEL：0956-30-8011） 

          樋⼝隆志（こころ医療福祉専⾨学校 TEL：095-846-5561）     担当理事；重松康志 

※今年より全試合対応します。ご協⼒の程、宜しくお願い致します。詳細⽇程は6⽉後半の抽選会後に⻑崎県⾼等学校野球連盟のHPをご参照下さい。 

◆平成29 年度（事業最終年度）地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専⾨職認定研修会（※全⽇程参加条件）       

開催⽇：前期：平成29年 7⽉15⽇（⼟）〜16⽇（⽇） 後期：平成29年11⽉25⽇（⼟）〜26⽇（⽇） 申込み締切：6⽉30⽇（⾦） 

場 所：⻑崎国際⼤学（佐世保市ハウステンボス町2825-7）参加費：無料  

対象：各所属団体の受講要件を満たし、全⽇程受講可能なもの 

申込み、問合せ先：⻑崎県理学療法⼠協会事務局 「地域リハ専⾨職認定研修会 係」 E-mail： sanshikaininteipt@gmail.com 

①⽒名、②会員番号、③所属先、④連絡先、⑤経験年数、⑥推進リーダーの取得(⾒込み)の有無など上記受講条件対象を明記の上、お申込み下さい。 

※⼈数制限がございます。希望者多数の場合、県⼠会理事会で地域性や活動実績などを考慮し、参加者を調整させていただくことがございます。 

※前記・後期の4⽇間すべてのプログラムを受講することが「認定証」発⾏の要件となります。 

※申し込み、問い合わせはE-mailにてお願いします。 

 

長崎県理学療法士協会通信   2017 年 6 月号  
発  行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会	(平成29年6月1日発行)		 
問合せ先：事務局長 小無田彰仁     
E - mail：nptajimukyoku@gmail.com 
＊詳細は、本会ホームページ、イベントカレンダー(右QR コード)ご確認ください。  



⻑崎県理学療法⼠協会通信  2017 年6 ⽉号 ２枚⽬／２枚 

◆事務局より、⻑崎回復期リハビリテーション連絡協議会のご案内 平成 28 年度総会・平成 29 年度第 1 回研修会                     

⽇時：平成 29 年6 ⽉28 ⽇（⽔） 19:00〜20:50  場所：⻑崎⼤学 医学部 記念講堂   会費：500 円（学⽣無料）  

１．平成 28 年度総会（19:00〜19:30）  １）平成 28 年度事業及び収⽀報告     ２）平成 29 年度事業計画     ３）その他  

２．平成 29 年度第 1 回研修会   テーマ「医療と介護の連携を推進する」  

19:30〜20:15 講演テーマ 「回復期から⽣活期へつなぐ⼤切なこと 〜地域リハビリテーションの視点から〜（仮）」  

  講師 松坂 誠應 ⽒ ナガサキリハビリテーションネットワーク 代表（是真会 地域リハ統括）  

20:20〜20:50  報告「地域包括ケア病棟運営の現状と課題」 ① 江⼝ 拓哉 ⽒（⻑崎原爆病院）・② ⼤坪 建 ⽒（和仁会病院）  

◆健康増進部より、⻑崎県サッカー協会医学委員会主催研修会のご案内                                                   

★島原地区★  申込期限：6 ⽉9 ⽇(⾦)12 時まで 

⽇時：H29 年6 ⽉21 ⽇（⽊曜） 19:00〜21:00  会場：松岡病院 リハビリテーション室内容：⾜関節捻挫の評価とテーピング 

講師：吉⽥ ⼤佑 先⽣（理学療法⼠、元V・ファーレン⻑崎トレーナー）       参加費：1000 円     定員：15 名 

必要な物：テーピング(アンダーラップ、⾮伸縮性テープ・バンテージタイプ伸縮性テープ・伸縮性テープ 幅50mm)、はさみ 

申込み先：岡 健太郎（松岡病院）mriha1001@yahoo.co.jp 宛に下記の必要事項を記載の上、メールにてお申込みください。 

必要事項：⽒名、所属、職種、E-mailアドレス、テーピング購⼊希望の有無（別途料⾦徴収） 

★スポーツ医学セミナー★   参加申込み：不要          

⽇時：H29 年6 ⽉29 ⽇（⽊曜） 19:30〜21:00   会場：良順会館専斎ホール（⻑崎⼤学医学部キャンパス内） 

内容：成⻑期のスポーツ傷害    講師：北崎 学 先⽣（いまむら整形外科、理学療法⼠）  参加費：500 円 

問合せ：北崎 学（いまむら整形外科）m.kitasaki@gmail.com	

◆⽇本理学療法⼠協会 分科学会                                              

・第2 回 基礎理学療法学 夏の学校 開催のお知らせ       演題抄録の募集期間：平成29 年4 ⽉10（⽉）〜6 ⽉30（⾦） 

⽇時：平成29 年8 ⽉19 ⽇（⼟）〜8 ⽉20（⽇）  会場：⽮太樓・⽮太樓南館 

参加費：⽇本理学療法⼠協会会員：事前登録6000 円（平成29 年7 ⽉31 ⽇まで） 

詳細は夏の学校のホームページ（http://jspt.japanpt.or.jp/jsptf/summer_school/）をご参照ください． 

＜お問い合わせ＞本⽥ 祐⼀郎（⻑崎⼤学病院リハビリテーション部）E-mail：yhonda@nagasaki-u.ac.jp   

・第６回 ⽇本⽀援⼯学理学療法学会学術集会 開催のお知らせ   演題抄録の募集期間：平成29 年4 ⽉10（⽉）〜6 ⽉30（⾦）                                   

⽇時：平成29 年9 ⽉30 ⽇（⼟）9：00〜17：30  会場：北九州国際会議場  ⼀般演題：⼝述発表30 演題 

内容：特別講演 ⼤塚 彰先⽣（広島都市学園⼤学健康科学部 教授）「理学療法⼠の視点から⽀援⼯学の本質を理解する」 

シンポジウム：「⽚⿇痺患者における回復期での装具作製と⽣活期移⾏で必要となるモディファイ-その具体的実践と課題-」 

   久⽶亮⼀⽒(（株）COLABO 義肢装具⼠)・佐伯茂⾏⽒(松⼭リハビリテーション病院) ・遠藤正英⽒（桜⼗字福岡病院） 

◆介護⽀援専⾨員実務研修受講試験のご案内        ※受験対象者、申込の⼿引きなどについての詳細は、要確認のこと。 

試験⽇時：平成29 年10 ⽉8 ⽇（⽇）午前10 時開始    受験申込期間：平成29 年６⽉１⽇〜30 ⽇ 消印有効 

試験会場：⻑崎会場（⻑崎⼤学、⻑崎県総合福祉センター）、佐世保会場（⻑崎県⽴⼤学佐世保校） 

◆賛助会員からのお知らせ                                                  

・⻑崎認知神経リハビリテーション研究会6 ⽉勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）   

① スペシャルセミナー  ⽇時：6 ⽉4 ⽇（⽇）9：30〜13：00  場所：宮崎病院C 棟2 階⼤会議室 講師：鶴埜益⺒先⽣ 

② 6 ⽉オープン勉強会  ⽇時：平成29 年6 ⽉22 ⽇（⽊）19 時 場所：宮崎病院 B 棟4 階リハビリ室   

テーマ：認知神経ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実践しよう！PartⅡ 参加費：会員300 円 ⾮会員500 円（会員＝⽇本認知神経ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会） 

申込：本研究会ホームページの申込フォーム、もしくはE-MAIL：ncr_nagasaki_cta@yahoo.co.jp よりお願いいたします。 

⻑崎認知神経リハビリテーション研究会 代表 宮⽥徳美（所属：宮崎病院）                      以上 


