
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。	

		

◆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 部⻑：⼭内満                       

※先⽉号掲載のメールアドレスに誤りがありました。ご迷惑をおかけいたしました。   （正）E-mail:yamauchi@tamaki.ac.jp 

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」     講師：リハビリセンター⼤村 ⼩柳 傑 ⽒ 

会場：⻑崎リハビリテーション学院（住所：⻑崎県⼤村市⾚佐古町42）       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」 

事前申込：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必ずお願いします。 

問合せ先：⻑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） 

◆[推進リーダー制度⼠会指定事業] [新プロC-7] 下記２つの事業協⼒スタッフを募集中です!!     ブロック局⻑：⾼柳公司    

★⻑崎地区健康増進事業への参加者募集のお知らせ              ＊募集⼈数：数名  申込締切：9⽉9⽇（⼟）   地区代表：奈良崎博⼀   

※保険者協議会事務局「がんばらんばキャンペーン（特定健診の啓発・受診率向上を⽬的）」と⻑崎市「元気がいちばんたい」の共催イベントです。 

⽇時：平成29年9⽉30⽇（⼟）11：00〜15：00  （10：00頃 集合・準備  16：00頃 ⽚付け終了・解散予定） 

場所：⻑崎市浜町ベルナード観光通り  活動内容：体⼒測定、健康相談等   募集⼈数：数名程度（定員になり次第締め切らせていただきます） 

連絡先：⻑崎地区副代表 平野康⼆  mail: npta_nagasakiseihi@yahoo.co.jp 

申込⽅法：件名を「0930 ⻑崎市秋フェス」とし、本⽂中にお名前、所属、経験年数を記載の上、9⽉9⽇（⼟）迄に上記メールアドレス宛へ 

★第12回 ⻑与町健康まつり 実⾏委員募集のお知らせ（お願い） ＊募集⼈数：10名  申込締切：9⽉15⽇（⾦）正午  地区代表：貞松徹  

住⺠主体で開催される⻑与町の健康まつりにPTスタッフとして参加してみませんか？当⽇は健康づくり団体（健康ながよ21及び⻑与町健康づくり

推進委員）と共に、体⼒測定コーナーにおける健康相談や⾝体機能の測定等に関わって頂きます。地域活動の⼀環として、⾏政の保健師や管理栄養⼠、

そして、⽣活期・地域で働く先輩理学療法⼠と共に、楽しみながら地域を学ぶ機会になるかと思います！皆さまのご協⼒をよろしくお願いいたします。

⽇時：平成29年10⽉22⽇（⽇）8:30集合、16時解散  場所：⻑与町ふれあいセンター体育館  活動内容：体⼒測定コーナーでの健康相談 等   

連絡先：⻄彼⻄海地区 代表 貞松徹（社会福祉法⼈ながよ光彩会） mail:sadamatsu@nagayo-kousaikai.jp TEL:095-894-5555 

申込⽅法：件名「1022 ⻑与町健康まつり」とし、本⽂中にお名前、所属、経験年数を記載の上、9⽉15⽇（⾦）正午迄に上記メールアドレス宛へ 

◆健康増進部よりお知らせ                               担当 理事：重松康志 部⻑：⽵ノ内洋   

★⻑崎県サッカー協会医学委員会主催 島原地区勉強会                        申込締切：9⽉27⽇（⽔）20時迄                    
⽇時：平成29年10⽉4⽇（⽔） 19：00〜21：00   会場：松岡病院 リハビリテーション室 

内容：「スポーツ選⼿の競技復帰に向けたトレーニング〜ジャンプ動作を中⼼に〜」 

講師：吉⽥⼤佑 先⽣（チカラ整形外科スポーツリウマチクリニック、ＰＴ、元V・ファーレン⻑崎トレーナー） 

参加費：1,000円 対象：サッカー現場での活動に興味のある⽅ 定員：15名 必要な物：動ける服装  

お申し込み：松岡病院 岡（E-mail ⇒ mriha1001@yahoo.co.jp）宛に①⽒名、②所属、③職種、④E-mailアドレスを記載の上お申込み下さい。 

◆平成29 年度 ⻄彼地区研修会                  申込締切：10⽉14⽇（⼟） ⻄彼⻄海地区 理事：⼩泉徹児・⻄本加奈 代表 貞松徹                    

⽇時：平成29 年10 ⽉19 ⽇(⽊) 19:00〜20:30(受付18:30〜)   場所：⼥の都病院リハビリ室    内容：「 膝の解剖と評価 」 

講師：吉⽥⼤佑 先⽣（チカラ整形外科スポーツリウマチクリニック、ＰＴ、元V・ファーレン⻑崎トレーナー） 

連絡先：⻄彼⻄海地区 副代表  浜本寿治 （百合野病院）mail:hamao14@yahoo.co.jp 

申込⽅法：件名を「1019 ⻄彼地区研修会」とし、本⽂中にお名前、所属、経験年数を記載の上、10⽉14⽇（⼟）迄に上記メールアドレス宛へ 

詳細は追ってお知らせいたします。終了後、短時間ではありますが⻄彼⻄海地区施設代表者の⽅々と情報交換会を予定しております。ご参加ください。 

 

長崎県理学療法士協会通信  2017 年 9 月

号  発  行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成29年9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。  
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◆H29 年度第1 回学術研修会              申込締切：H29年10⽉6⽇(⾦)  学術局⻑：浦川順⼆ 部⻑：脇屋光宏         

テーマ：痛みと運動療法 〜中枢疾患及び整形疾患で引き起こされる痛みの原因とその対処⽅法、更に筋⼒改善時の注意事項について〜 

講師：勝浪 省三 先⽣  医療法⼈ 葵会 ごきげんリハビリクリニック 

ドイツ筋⾻格医学会 チーフインストラクター 国際PNF協会認定 インストラクター 上⽥法国際 インストラクター 

⽇時：平成29年10⽉21⽇（⼟）14時00分〜17時30分 受付：13時00分 ／ 平成29年10⽉22⽇（⽇）9時30分〜12時40分 

内容：・痛みの発症と改善のメカニズム（脳卒中後の肩⼿症候群と腰部障害） 

・筋⼒改善の基礎、過負荷の原則と特異性の原則、痛みと筋⼒の関係性 

・痛みに対するアプローチの実際（⽚⿇痺・腰部障害由来の痛みに対する対処⽅法） 

会場：有喜ふれあい会館（〒854-0121 ⻑崎県諫早市有喜町488） 

参加費：会員2000円  ⾮会員 5000 円  学⽣ 500 円  【定 員】：100名 

取得ポイント・単位： 

専⾨・認定：神経系理学療法分野（a.脳卒中, b.神経筋障害, e.専⾨理学療法⼠）運動、器理学療法分野（a.運動器, e.専⾨理学療法⼠） 

新⼈プログラム：C-1 神経系疾患の理学療法、C-2 運動器疾患の理学療法 

※両⽇参加にてポイントが認められます。 

※会員の⽅は、当⽇、「会員カード」を必ずご持参ください。 

【申し込み⽅法】事前申込み必須。※１週間以内に返信がない場合はお⼿数ですが再度確認のメールをお願い致します。 

①会員番号(会員・⾮会員・学⽣)、②⽒名（カナ）、③勤務先名称、④電話連絡先、⑤懇親会参加の有無、⑥PCメールアドレスを記⼊し、下記の問い

合わせ先にお申し込みください。 

※参加受付は上記①〜⑥の全ての情報記⼊をお願いしております。 

※講義資料はPDFでの事前メール配信を予定しています。添付可能なPCメールアドレスでお申し込みください。 

駐⾞場：駐⾞場あり(無料)。なるべく乗り合わせでお越しください。 懇親会：4000円程度（諫早駅周辺で検討中） 

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  

◆平成29年度 「地域包括ケア推進リーダー」及び「介護予防推進リーダー」の導⼊研修会開催ついて  ※資料準備などのため、事前申込必要    

①平成29年度 介護予防推進リーダー導⼊研修会     講師 ：⼩泉徹児先⽣，井⼝茂先⽣ 

期⽇：平成29年11⽉4⽇(⼟) 9時30分〜16時30分予定    会場 ：⻑崎県総合福祉センター（３階会議室） ⻑崎市茂⾥町3-24  

②平成29年度 地域包括ケア推進リーダーの導⼊研修会  講師 ：坂枝真⼀先⽣ 

期⽇：平成29年12⽉16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（第⼀研修室） 諫早市宇都町29-1 

〔参加費〕会員1,000円、学⽣500円、会員外5,000円 

〔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10/28(⼟)、②は12/9(⼟)までに 

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。 

 [注]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、別に受付にて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】 介護⽼⼈保健施設にしきの⾥ 飯野朋彦 E-mail：iino@youi-med.com TEL：095-845-2133   

 



⻑崎県理学療法⼠協会通信  2017年9⽉号 3枚⽬／4枚 

◆第29 回 ⻑崎県理学療法学術⼤会 演題登録及び抄録・発表資料作成要項     ⼤会⻑：⼤⽊⽥治夫 準備委員⻑：奈良崎博⼀                             

演題登録について 

１．開催⽇時：H30年2⽉24⽇（⼟）13時30分 〜 H30年2⽉25⽇（⽇）17時15分 

２．演題募集期間：H29年9⽉15⽇（⾦）〜 H29年10⽉27⽇（⾦）24時まで 

３．演題申し込み： 県⼠会ホームページより演題登録⽤の Excel ⽂書（ひな形）をダウンロードし、１）演題名、２）筆頭演者名（所属名）、       

３）共同演者名（所属名）、４）症例検討or⼀般演題or新⼈発表、５）発表形式、６）キーワード（３つまで）、７）抄録内容

を記⼊して、E-mailにてExcel⽂書を添付してお申し込みください。 

・新⼈発表とは、⼊職概ね3年⽬以内の⽅の発表、および発表経験が少なく発表に際してアドバイスを希望される⽅の発表を指します。 

（査読協議によって、演題分類を変更させていただく場合がありますのでご了承ください） 

・発表形式は「⼝述発表」または「ポスター発表」いずれかを選択してください。 

（学会⻑の判断で発表形式を変更する場合がありますのでご了承ください） 

抄録作成について 

１．抄録の体裁 

・抄録の⽂字数は全⾓換算で800〜1200字以内です。 

・本⽂には、【はじめに・⽬的】、【⽅法】、【結果】、【考察】、【理学療法研究としての意義】等の⼩⾒出しをつけてください。 

・なお、演題の倫理的配慮につきましては、世界医師会によるヘルシンキ宣⾔の勧告に従っていることとしてください。その上で、対象者への説明と

同意を得たことを、抄録及び発表資料に、⼩⾒出しで【倫理的配慮、説明と同意】と記載をしてください。 

２．キーワードについての注意 

・キーワードは標準的な⽤語を３つまで使⽤してください。・可能ならリハビリテーション関連の⽤語集等を活⽤してください。 

３．⽂字種についての注意 

 JIS第1、第2⽔準で規定されている⽂字以外は原則として使⽤できません（⼈名も含む）。 

      特に以下に⽰すような機種依存⽂字の使⽤は絶対に避けてください。 

     ※代表的な機種依存⽂字 

       ・囲み⽂字：①、②、③、④、⑤・・・・ → 使⽤禁⽌とします 

       ・ローマ数字：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ・・・ →半⾓英数字を使⽤願います 例：II（アイ アイ）、IV（アイ ブイ） 

       ・単位記号：㎜、㎝、㎞、㎎、㎏、㏄、㎡ ・・・→半⾓英数字を使⽤願います 

       ・省略記号：㈲、㈹、㍾、㍽、㍼、㈱、㊤・・・ →全⾓⼊⼒願います 

４．抄録の提出締め切り (できるだけ早めの提出をお願いいたします。) 

・平成 29 年 10 ⽉ 27 ⽇（⾦）24 時までに、Excel ⽂書形式（県⼠会ホームページよりダウンロード）で、作成したデータを E-mail で          

送付してください。（本形式以外の演題登録は受け付けません）。 

・抄録申し込み先：第29回⻑崎県理学療法学術⼤会 学術部 宮本 直樹 

     ⽇本⾚⼗字社 ⻑崎原爆病院 リハビリテーション科 〒852-8511 ⻑崎市茂⾥町3-15 

             （TEL）095-847-1511  E-mail：pt29nagasaki@yahoo.co.jp  

・11 ⽉ 10 ⽇（⾦）までに「申し込みの受付の確認、発表形式について」の返信がない場合、ネットトラブル等の可能性がありますので、ご⾯倒     

ですがその際は申し込み先までご連絡ください。 

・お問い合わせは原則E-mailのみとします。また、ご返答に時間を要する場合がございますので、ご了承ください。 

発表について  

（⼝述発表） 

１．発表⽅法について 

・PCとPower Pointを使⽤したデジタルプレゼンテーションでの発表となります。 

・スライド、ビデオ、並びにＯＨＰ等の使⽤による発表は受け付けませんのでご注意ください。 

・発表時間は、発表７分，質疑3分の計10分です。（時間厳守にてお願いいたします）   
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２．発表受付・時間・進⾏について 

・演者は、学会受付本部にてスライドファイルの試写・確認を必ず⾏ってください。 

・演者は、発表予定時刻の15分前までに、会場左前の｢次演者席｣に着席してください。 

・抄録集の配布は⾏わない為、発表者の予定時刻は各⾃、県⼠会ホームページにてご確認ください。 

・スライド発表の進⾏は「座⻑」が⾏いますので、指⽰に従ってください。 

・１演題ごとに、発表制限時間の終了１分前に合図のベルが鳴りますので、残り１分で内容を速やかにまとめて発表を終了してください。 

（ポスター発表） 

・ポスターはあらかじめ指定された時間内に、指定された場所（演題番号のパネル）に貼付し、発表後も指定   

された時間内に撤去して必ず各⾃でお持ち帰りください。※指定時間を過ぎても撤去されていないポスターは、 

⼤会側で処分いたしますので予めご了承ください。 

・演題受付は⾏いません。開始時刻10 分前に各⾃のポスター前で待機してください。なお、該当セッション

時間中は、その場を離れないようにお願いいたします。 

・掲⽰はパネルの横90㎝×縦160cmの範囲とします。パネルの左上に演題番号を⼤会側で⽤意いたします。

その右側に縦20 ㎝×横70 ㎝のサイズ内で、発表者の顔写真（カラー、L 判程度：8.9 ㎝×12.7 ㎝）と演題

タイトル・演者名・所属を表記してください。 

・発表形式は⾃由討議のみとなりますので、プレゼンテーション等を⾏う準備は必要ございません。  

◆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9 ⽉勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）      

⽇時：平成29年9⽉28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！PartⅤ 

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。            

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） 

★⻑崎上⽥法勉強会                                                     

上⽥法は、脳性⿇痺児や脳⾎管障害後遺症などの脳性運動障害等に対し筋の過緊張を和らげることが可能な治療法です。⼀度勉強会にご参加ください。 

①⼀般向け勉強会（諌早会場） 

 ⽇時：10⽉3⽇（⽕）19:00〜21:00   会場：⻑崎県⽴こども医療福祉センター ⼊所外来理学療法室 

 対象：上⽥法治療に興味関⼼がある⽅（医療関係者に限りません） 

 内容：1)上⽥法の治療概念の説明 2)実技{適応が広い“肩－⾻盤法（S-P法）”の習得}   参加費：無料 

②⼀般向け勉強会（島原会場） 

 ⽇時：9⽉19⽇（⽕）18:30〜20:30   会場：⻑崎県島原病院 リハビリ室     対象、内容、参加費は諌早会場に準ずる 

③認定セラピスト向け勉強会（諌早会場） 

 ⽇時：10⽉17⽇（⽕）19:00〜21:00  会場：⻑崎県⽴こども医療福祉センター ⼊所外来理学療法室 

 対象：上⽥法認定講習会を受講された⽅、認定講習会の受講暦はないが臨床で上⽥法を実践されている⽅ 

 内容：1)基本⼿技の確認 2)事例をとおして応⽤⼿技を学ぶ              参加費：無料 

④認定セラピスト向け勉強会（島原会場） 

 ⽇時：11⽉14⽇（⽕）18:30〜20:30  会場：⻑崎県島原病院 リハビリ室     内容、参加費は諌早会場に準ずる 

申し込み：1)参加を希望される勉強会名（会場名）、2)所属、3)⽒名、4)職種、5)経験年数、6)上⽥法認定講習会受講有無（認定セラピスト向け勉強

会のみ記⼊）、7)事例報告の有無（認定セラピスト向け勉強会のみ記⼊）をご⼊⼒の上、下記のアドレスへ申し込みください。同⼀施設より複数⼈申

し込まれる場合は代表者が取りまとめの上、申し込みください。 

申込先：＜島原会場＞kenshi39@nagasaki-hosp-agency.or.jp 担当：宮崎健史  ＜諌早会場＞j-maeda@pref.nagasaki.lg.jp 担当：前⽥ 隼 

○第27回⽇本上⽥法治療研究会学術集会のご案内 

【⽇時】：平成29年11⽉25⽇（⼟）13:30〜18:45（受付13:00~）／ 平成29年11⽉26⽇（⽇）  9:30〜12:25（受付  9:15~） 

【会場】：⼭梨県⽴あけぼの医療福祉センター（〒407-0046⼭梨県韮崎市旭町上條南割3251-1） 

【テーマ】:伝える・つながる・拡がる 【主催】：上⽥法治療研究会 ＊詳細は「上⽥法治療研究会」HPをご覧ください。         以上 


