リハビリテーション科 御中

＊掲載依頼は、送信月の前月20 日頃までにお願いします。
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発
行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 29 年 8 月 1 日発行)
問合せ先：事務局長 小無田彰仁
E-mail：nptajimukyoku@gmail.com
＊詳細内容は、本会のホームページ、イベントカレンダーをご確認ください。
🍧☀🍉 事務局より 会員の皆様へ 🍧☀🍉

～会員情報更新とメールアドレス登録のお願い～

暑中お見舞い申し上げます！日ごろより本会へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、本会では会員の皆様からのお問合せに迅速に応えるべく、本会に寄せられた情報を円滑に会員の皆様へ公開すべく、ホームページの再構築に加
えて県内８つの地区を柱とした連絡網を作成した機能連携強化を図っております。また会費の有効活用のため、FAX 通信の回数を月１回とし昨年度は
経費削減に努めました。FAX 通信は他県協会においても削減の方向にあり、本会においてもゆくゆくは FAX 送信をメールや WEB 活用での個人向配
信としたく、準備している段階です。現在在会会員2083 名のうち、メールアドレス登録をされている方はたったの700 名程度（郵送物宛先不明11
名）であり、まだまだ実用化までには至らない状況です。つきましては、日本理学療法士協会ホームページ内のマイページよりメールアドレスの登録
をお願いいたします。マイページへのログインができない方は、日本理学療法士協会もしくは本会ホームページの問い合わせよりお尋ねください。

◆平成29 年度理学療法士講習会

主催： (公社)長崎県理学療法士協会

テーマ：
「スポーツの理学療法」～運動療法の臨床実践～

申込締切：8 月15 日（火）

定員：80 名

学術局長・理事：浦川順二 部長：脇屋光宏

参加費：会員3000 円

⾮会員10000 円

学⽣500 円

講師：大石 勝規 先⽣（和仁会病院 スポーツ認定理学療法士 日本体育協会公認アスレティックトレーナー）
内容：①運動器の不調に関わるストレスについて ②下肢疾患・外傷の診かたとアプローチの考え方について
③上肢、体幹の疾患・外傷の診かたとアプローチの考え方
日時：平成29 年8月27日（日）9：30～16：30 ※9 時受付開始
場所：長崎国際大学教室棟2 号館2101 教室(ハウステンボス町2825 番7 号)
履修ポイント ※会員の方は「会員カード」を必ずご持参ください。
1）⽣涯学習ポイント運動器専門分野：b 認定理学療法士（スポーツ）
、d 専門理学療法士

2）新人教育プログラム：C-2 運動器疾患の理学療法

【申し込み方法】事前申込み必須。セミナー番号：13966 日本理学療法士協会HP マイページからお申し込み下さい。
※ログイン出来ない場合、⾮会員または学⽣の場合：①氏名（カナ）②勤務先名称 ③連絡先 ④メールアドレス(PC のみ) 以下のアドレスまで
【問い合わせ先】宮崎病院リハビリテーション科 宮内利喜E-mail：npta_kensyuu_kousyuukai@yahoo.co.jp
【駐車場】指定駐車場あり(無料)。交通誘導スタッフの指示に従ってください。

◆島原雲仙地区研修会
日時：平成29 年9 月７日（木） 午後7:00～

ブロック局長 理事：高柳公司
場所：
（医）社団東洋会 池田病院リハビリ室

島原地区代表：野口浩孝

参 加 費：無料

内容：
「短下肢装具勉強会」ゲイトソリューションについて
講師：川端 倫也様（パシフィックサプライ株式会社 福岡営業所所長）
※研修会終了後、懇親会を予定しておりますのでご参加を宜しくお願い致します。
※問い合わせ：池田病院リハビリテーション部 野口 浩孝（Tel0957-62-3043Fax：0957-62-3040 リハ部直通）
◆平成29 年度 管理運営研修会

申込締切：8 月31 日（木）

⽣涯学習部 理事：志岐浩二 部長：山内満

日時：平成29 年9 月3 日（日）13：00 ～ 16：20（受付12：30～）

テーマ：
「領域別PT 協会指定管理者中央研修会伝達講習」

内容：
「急性期病院の管理者に求められる知識とマネジメント力」

講師：佐世保市総合医療センター 古田弘二 氏

「⽣活期病院・施設の管理者に求められる知識とマネジメント力」
会場：長崎リハビリテーション学院（住所：長崎県大村市赤佐古町42）

講師：リハビリセンター大村 小柳 傑 氏
参加費：会員1,000 円 、 ⾮会員5,000 円

ポイント：専門・認定理学療法士対象者 教育管理系理学療法 「管理・運営」
申し込み：参加希望の方は件名に「管理運営研修会」と明記し、①氏名 ②所属先 ③経験年数 を下記メールアドレスまでお願いします。
必ず事前にお申込みください。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。
問合せ先：長崎医療技術専門学校 理学療法学科 山内満（TEL:095-827-8868 E-mail:yamauchi@tamaki.ac.jp）
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◆賛助会員からのお知らせ
・長崎認知神経リハビリテーション研究会 8 月勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）
日時：平成29 年8 月24 日（木） 19 時 テーマ：認知神経リハビリテーションを実践しよう！PartⅣ
場所：宮崎病院 B 棟4 階リハビリ室

参加費：会員300 円 ⾮会員500 円（会員＝日本認知神経リハビリテーション学会会員）

申込方法：本研究会HP（上記URL）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。
長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）

・Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy(NOSPT) 第１回講習会のご案内
テーマ：
「女性の腰痛治療において知っておくべき解剖学と評価」

講師：村田広志先⽣(百合野病院)

日時：平成29 年8 月26 日(土) 18:00-20:00

場所：ポンペ会館（長崎大学医学部キャンパス内）

参加費：NOSPT 会員2000 円、 学⽣会員1200 円、 ⾮会員4000 円、 学⽣⾮会員2000 円
申込先：http://www.nospt.org/

事前申込みが基本となります。会員外の方でも参加可能な講習会です。

問合せ先：NOSPT 事務局 (nospt.info@gmail.com)

◆その他関連団体からのお知らせ
・平成 29 年度 第 1 回長崎県理学療法士連盟研修会 ※事前申込必要（定員20 名）

共催：(公社)長崎県理学療法士協会

子供を持つ親世代（これから家庭を持つ可能性のある若者も含め）をターゲットに，家庭でも活かせる研修会を企画しました．
内容：PT だからこそできる子どもの身体機能チェック～患者様のために培った知識と技術を身近なお子さんのために発揮しませんか？～
講師：能 由美先⽣ (motto Assist) 理学療法士 日本体育協会公認アスレティックトレーナー
日時： 平成29 年8 月16 日（水）19:00-20:30(18:30～受付開始)
場所：デイサービス my cafe 花丘（長崎市花丘町20-3）
対象：長崎県内にお住いの理学療法士（お子様の参加も可）

参加費：お一人2,000 円（お子様の参加費は無料です）

ポイント情報：新人教育プログラム C-7 士会活動・社会貢献
※当日簡単な実技も行います．動きやすい服装でお越しください．※駐車場はございません．近隣有料駐車場，公共交通機関を利用しお越しください．
申し込み・お問い合わせ：件名を「長崎県理学療法士連盟研修会」と記載．①所属，②名前，③お子様の参加の有無，④連絡先を記入し下記メールア
ドレスまでお送りください．E-mail：iino@youi-med.com 介護老人保健施設 にしきの里 飯野

・日本運動器徒手理学療法学会（JAOMPT）九州支部OMPT（K-E）国際講習会触診コース（本部主催）

申込締切：8／26（土）

テーマ： 下肢の触診 14 期から必須にて修了証発行

定員：40 名

＊上肢は平成30 年2 月24 日、25 日に実施します。

講師：林 寛OMPT（K-E）インストラクター、他

参加費：日本運動器徒手理学療法会員： 10,000 円・⾮会員： 11,000 円

日時：2017 年 ９月２日(土）受付 14：00～ 開始 14：30～17：30 / ３日(日)

9：00～12：00

13：00～16：00

場所：麻⽣リハビリテーション大学校（福岡市博多区東比恵3-2-1 電話 080-3187-9366）
申し込み：以下のフォームからお申込みください。携帯・スマートフォンの方はQR コードからもアクセスできます。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6BAf_E6RCaqJon8tfwY4RWlinSs_un8fZmfImFJue-1KTAw/viewform?usp=sf_link
申込み先・お問い合わせ：ご不明な点がありましたら事務局にご連絡ください。事務局：八尋整形外科 木下祐樹 yahiro_reha@yahoo.co.jp

・平成 29 年度多職種向け生活行為向上マネジメント研修会

申込締切：8／21（月）

日時：平成29 年9 月3 日（日） 9：10（受付） 9：30～12：30
会場：大村中央公民 第3 会議室 （大村市幸町25 番33）
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

内容：1.事例紹介 2.⽣活行為向上マネジメント概論 3.聞き取り演習 ①聞き取りのコツ②参加者による聞き取り演習③聞き取り寸劇（良い例と悪い例）
４.グループワーク
◎事務連絡；資料準備の関係上、８月21 日(月)までに参加申込みをお願いします。申し込み用紙は本会ホームページからもダウンロードできます。
【申し込み・問い合わせ】件名を明記し、①所属施設名、電話番号、FAX 番号、参加者氏名を明記し、下記までFAX かメールでお申し込みください。
長崎県リハビリテーション支援センター 事務局長 大木田 治夫(長崎北病院リハビリテーション部)
電話;095-886-8700 FAX;095-886-8701 E-mail: kita_h_ohkida@shunkaikai.jp
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・訪問リハビリテーション管理者養成研修会STEP1

第 19 回福岡

定員：150 名 （ 予定 ）

日 程： 2017 年9 月16 日（土）～ 9 月18 日（月・祝）場 所： 第19 回福岡会場…天神クリスタルビル 住所：福岡市中央区天神4 丁目6-7
募集規定 1．日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会 会員

2．臨床経験 4 年目以上

受講料： 21,600 円（ 事前振込 ） ※希望者は懇親会費（ 5,400 円 ）及び、昼食お弁当代（ 各日1,080 円 ）が別途必要
受 付： 三協会主催 実務者研修会の 受講者 2017 年7 月19 日（水）お昼12 時より受付開始（https://fs219.xbit.jp/n954/form15/）
未受講者 2017 年7 月26 日（水）お昼12 時より受付開始（https://fs219.xbit.jp/n954/form16/）
事務局：一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団

お問い合わせ：事務局代行 株式会社gene E-mail：jimukyokudaikou@gene-llc.jp

・平成 29 年度九州ブロック臨床実習指導者研修会のご案内

※要申込み

日時：平成29 年9 月17 日（日）10:00 ～16:00（受付：9:30～）
テーマおよび講師：⽣涯教育について（仮題）

会場：沖縄県立博物館 講座室

受付期間：～8 月24 日
定員：100 名

講師：日本理学療法士協会 理事 中川 法一 先⽣

教育現場から、オスキー、クリニカルクラークシップについて（仮題）
臨床実習指導方法について（仮題）

講師：兵庫医療大学 日高 正巳 先⽣

講師：熊本セントラル病院 長福 武士 先⽣

受講料：日本理学療法士協会九州各県士会会員：無料 、以外の会員：2,000 円、日本理学療法士協会会員外：10,000 円 ※当日会員カードを提示
申込方法：協会HP マイページの研修会・学会申込登録から詳細検索で、セミナー番号１４０７３を検索し、お申込み下さい。
履修ポイント：⽣涯学習プログラムにおける教育管理理学療法研究部会「臨床教育」
「管理・運営」
「学校教育」の履修ポイント対象。
問い合わせ先：沖縄県理学療法士協会 教育学術局 川畑 真紀 アドレス：maki-k@ryukyu.ac.jp 〈所属〉琉球リハビリテーション学院

・第31 回 長崎大学大学院 内部障害リハビリテーション学分野 呼吸リハビリテーション 公開講座

申込期日：定員になり次第

＜概要＞ 呼吸リハビリテ－ションの入門講座です。呼吸不全の病態⽣理、評価法、呼吸理学療法、患者教育について概説し、実習では身体所見の
取り方や呼吸理学療法の基本手技について学んでいただきます。
日時：平成29 年9 月16 日（土）～9 月18 日（月・祝）

会場：長崎市坂本1-7-1 長崎大学医学部第4 講義室

対象：医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 他 リハビリテーション従事者

定員：100 名

受講料：20,000 円

申し込み先：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分野内 長崎大学夢塾Web サイト（http://yumejuku.org）から
取得可能点数：3 学会合同呼吸療法認定士ならびに呼吸ケア指導士単位取得申請中。 （詳細は、後日ホームページにてお知らせします）
講義内容：・呼吸不全の病態⽣理 ・呼吸リハビリテーション総論 ・コメディカルに必要な薬物療法の知識と実際
・評価①：呼吸機能障害の評価 ・評価②：運動機能の評価 ・評価③：PA，ADL 評価 ・評価④：QOL、Mental、栄養評価
・介入①：コンディショニング ・介入②：運動療法 ・介入③：ADL トレーニング
・在宅患者の指導と管理 ・患者教育：禁煙指導を中心に・最近のトピックス・呼吸リハビリテーションの現状と今後の展望
主催：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分野

・長崎呼吸リハビリテーションネットワーク2017 勉強会 開催要項
＜概要＞ 昨年度に引き続き、長崎地区における呼吸リハビリテーションの定着と施設間連携の充実，情報共有への貢献を目的に開催します。本年度
は、病期別に症例も含めた呼吸リハビリテーションについて、現場での実践を意識した知識習得、多職種連携を図るために学んでいきます。
日程と講義内容：平成29 年10 月25 日 ① 急性期の呼吸リハビリテーション 神津 玲 （長崎大学⽣命医科学域） ② 症例提示
平成29 年12 月13 日 ① 回復期・維持期の呼吸リハビリテーション 田中 貴子 （長崎大学⽣命医科学域） ② 症例提示
平成30 年2 月14 日 ① 在宅患者における呼吸リハビリテーション
会場：長崎市坂本1-7-1

長崎大学医学部保健学科101 講義室

時間：各日とも19：00～21：00

定員：100 名

北川知佳 （長崎呼吸器リハビリクリニック） ② 症例提示

対象：医師、看護師、保健師・介護及び福祉関係者、PT、OT、ST、職種問わず
受講料：500 円（資料代および運営費用として）

主催：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分野 神津玲

以上

