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。

長崎県理学療法士協会通信 2017 年 10 月号
発
行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 29 年 10 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 お知らせ
・2018 年度から、会費納⼊期限が変更となります

*詳細は、⽇本理学療法⼠協会・当会のホームページを参照のこと

この度、年会費の納⼊期限変更が理事会で承認されました。つきましては、2018 年度より以下の通りとなりますのでご理解とご協⼒をお願いします。
これまで 当該年度の６⽉末⽇ → 2017 年７⽉１⽇以降 前年度の３⽉末⽇（当年度新⼊会員を除く）
2017 年７⽉１⽇以降の会費納⼊期限 2018 年3 ⽉31 ⽇（楽天カード・⼝座振替の決済⽇ 2018 年3 ⽉27 ⽇）
以下に該当される⽅はご留意ください。
・年度末（3 ⽉末頃）でご勤務先や⾃宅住所が県外に異動となる⽅：新しい居住先やご勤務先が決定次第、お早めに「異動申請」をお願いします。
1 ⽉1 ⽇〜2 ⽉20 ⽇までに申請された場合→「異動先」の所属都道府県⼠会年会費を請求いたします。
2 ⽉21 ⽇以降に異動申請された場合→ 4 ⽉3 ⽇付で会員データが更新されます。→会費は「異動前」の所属都道府県⼠会年会費を請求いたします。
・休会または退会をご希望の⽅
1 ⽉1 ⽇〜2 ⽉20 ⽇に申請された場合→ 年会費請求なし。4 ⽉2 ⽇以降に休会・退会申請された場合→ 年会費請求され、返⾦不可。
2 ⽉21 ⽇以降に申請された場合→登録⼝座・クレジットカード会社への請求が⾏われる場合あるも、4 ⽉1 ⽇までに「休会・退会申請」
をお済ませいただいた場合、後⽇返⾦。

・今年度の新⼊会員（⼊会⼿続き中の会員）の会員権利（●会報誌発送 ●マイページからの研修会参加申込）停⽌について
会員番号ならびにマイページの ID・パスワードを通知後、3 ヶ⽉以上経過しても会費決済⽅法の登録⼿続きをしていない会員（楽天カード⼜は⼝座
振替の⼿続きをしていない⽅）について、8/31 付で権利停⽌の処理を実施いたしました。権利停⽌中は以下のサービスを停⽌します。
あくまで⼀時的な停⽌処理ですので「退会」ではございません。再度⼊会⼿続きを⾏っていただく必要はありませんが、楽天カードもしくは⼝座振替
の登録を早急にされますよう、促進にご協⼒いただけますと幸いです。決済⽅法が登録され、⼊⾦が確定した⽅から⾃動的に停⽌解除となります。

◆平成 29 年度 第 4 回 新⼈教育研修会（県央）のお知らせ
第4 回新⼈教育研修会（県央）のご案内です。概要は（公社）⻑崎県理学療法⼠協会のＨＰの県⼠会ニュースのタグ内にてダウンロードできますので、
必要な講義資料を当⽇ご持参ください。それぞれの項⽬ごとの受講も可能ですので、それぞれの開催時間までにお越しいただき受付を⾏ってください。
⽇時：10 ⽉8 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神経系疾患の理学療法（兵働 眸先⽣）C－1：9：30〜10：30
③社会の中の理学療法 （林 勇⼀郎先⽣） D－1：11：50〜12：50

②統計⽅法論（⽔上 諭先⽣）

B－3：10：40〜11：40

（⼊会申請中でも受講は可能です）

＜注意事項＞（1）事前申し込みを⾏います。参加希望の⽅は件名に「第 4 回新プロ研修会」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。 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。
（2）テキスト資料は、配布いたしませんので、各⾃、
（公社）⻑崎県理学療法⼠協会ＨＰの県⼠会ニュースのタグ内にてダウンロード
してご持参ください。なお、Ｃ領域に関しては、当⽇資料配布となります。C 領域は、資料代として 500 円徴収しますので、
おつりが出ないようにご準備ください。
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

◆平成 29 年度 ⻑崎県理学療法⼠連盟研修会
⽇時：10 ⽉10 ⽇（⽕）19：00〜21：00（受付18：30〜）

Ｅmail:

hayashi@tamaki.ac.jp

）

共催：
（公社）⻑崎県理学療法⼠協会
会場：⻑崎県勤労福祉会館 住所：⻑崎市桜町9-6）

内容：臨床で活かせる⾝体の診かた・動かしかたー⼦供から⾼齢者まで療法⼠に必要な全⾝のスクリーニングのやり⽅を実技通して学びますー

講師：mottoAssist 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
ポイント情報：⽇本理学療法⼠協会会員の⽅は新プロ C-2 運動器疾患の理学療法取得対象研修になります。
お問合せ：介護⽼⼈保健施設にしきの⾥（研修会担当：飯野）iino@youi-med.com
お申込み：上記 E-mail 宛てに件名を「⻑崎県理学療法⼠連盟研修会」と記載し、①所属②名前③連絡先を記⼊しお送りください。
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◆地区活動・研修会のお知らせ
・
「⻑与町健康まつり （10/22 開催予定）
」中⽌のお知らせ

⻄彼⻄海地区 理事：⼩泉徹児・⻄本加奈 代表 貞松徹

この度開催会場である健康センターが、同⽇開催予定の衆議院解散に伴う選挙の投票会場となるため、中⽌となりました。先⽉FAX やホームページ
で運営スタッフを募集しておりご協⼒いただく予定であった会員の皆様には、お詫び申し上げます。ご協⼒いただきありがとうございました。

・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
ポイント情報：新プロ（C2 運動器疾患の理学療法）専⾨・認定（運動器理学療法の10pt）
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

・島原雲仙地区研修会

ブロック局⻑ 理事：⾼柳公司 島原地区代表：野⼝浩孝

⽇時：平成29 年11 ⽉10 ⽇（⾦） 午後7:00〜

場所：
（医社）東洋会 池⽥病院 リハビリ室

内容：１．症例検討会（２症例）２．
「歩⾏神経筋電気刺激装置ウォークエイドの紹介」
講師：帝⼈ファーマ株式会社 リハビリ事業推進班 理学療法⼠ ⼭本 博貴様
※問い合わせ：池⽥病院 リハビリテーション部 野⼝ 浩孝

（Tel0957-62-3043、Fax：0957-62-3040 リハ部直通）

・第 2 回県北地区研修会

県北地区 理事：永⽊照彦・重松康志 県北地区代表：村上和彦

なお、当初の予定は9 ⽉下旬開催としておりましたが、11 ⽉下旬開催に変更させていただきました。⼤変申し訳ございません。
⽇時：平成29 年11 ⽉25 ⽇⼟曜⽇ 16 時〜17 時半
場所：平⼾市未来創造館 COLAS 平⼾ 1 階ホール（〒859-5192 平⼾市岩の上町1458 番地2）
内容：理学療法⼠のための⼀次救命の基礎

※講義と実技を⾏う予定です。

講師：国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

リハビリテーション科 理学療法⼠ ⼤津救亨（おおつやすゆき）先⽣

参加希望の⽅は、会場設営や資料準備の都合上、事前申し込みの形式をとりますので、メールアドレス aikenriha@yahoo.co.jp 愛健医院・村上和
彦宛にメールでの連絡をお願い致します。

◆平成 29 年度 (公社)社団法⼈⻑崎県理学療法⼠協会 地域ケア研修会
期⽇:平成29 年10 ⽉28 ⽇(⼟) PM13:30〜PM16:30(13:15 受付開始)
13:40〜14:40

事業局福祉部 理事：永⽊照彦 部⻑：本⽥憲⼀

場所:⻑崎市⺠会館第9-10 研修室 ⻑崎県⻑崎市⿂の町5-1

基調講演 「⻑崎市の現状在宅⽀援リハビリセンター推進事業の紹介」 講師: ⽊村勝志先⽣ (⻑崎市地域包括システム推進室)
座⻑：永⽊照彦（(公社)⻑崎県理学療法⼠協会福祉部理事）
（おおさと整形外科・リハビリテーション科）

14:50〜16:00

参考講座 「同時改定に向けての議論紹介」

資料代 : 会員1000 円 会員外5000 円

学⽣500 円

講師: 本⽥ 憲⼀((公社)⻑崎県理学療法⼠協会福祉部部⻑)

*なお、この研修会に関するポイントは、下記に該当します。

・新⼈教育プログラム:C-5 地域リハビリテーション
・専⾨理学療法⼠ならびに認定理学療法⼠資格取得および更新に関わる履修ポイント基準:
⽣活環境⽀援理学療法専⾨分野 a.認定理学療法⼠(地域理学療法) b.認定理学療法⼠健康増進・参加) C.認定理学療法⼠(介護予防) e.専⾨理学療法⼠
問い合わせ先:在宅⽀援リハビリテーションセンター ぎんや

理学療法⼠ 本⽥憲⼀

TEL (095) 818-2002

◆平成 29 度⻑崎県理学療法⼠会会員親睦スポーツ⼤会に関するお知らせ

FAX (095) 818-3454

※10 ⽉ 20 ⽇締切

この度，本⼠会において会員同⼠の “顔の⾒える”関係性の構築及び親睦を深めることを⽬的に，ソフトボール⼤会を実施する運びになりました。
地区毎のチーム編成を予定していますので，ぜひ近隣の会員をお誘い合わせのうえ，ふるってご参加下さい。また，今年度は時間内に地区毎に親睦を
深めて頂けるような企画を考えております。

※⾬天時は後⽇ソフトバレーを企画予定

⽇時：平成29 年10 ⽉29 ⽇（⽇）9:00〜15:00（9:00〜 受付開始）

注：⾞を運転される⽅は 飲酒を必ずお控えください。

場所：⼤村市総合運動公園（⼤村市⿊丸町5 番1）

⽅法：圏域毎にチーム編成。10 ⼈制（⼥性が必ず2 名以上）
。スローピッチ。5 回（or 30 分）
。
プログラム 9:30〜開会式（①開会挨拶②選⼿宣誓③準備運動④ルール説明） 9:40〜試合（3 チームでリーグ戦を⾏い，その後順位決定戦を実施）
14:45〜 閉会式（①結果発表，②表彰式，③閉会挨拶，④会員解散）
申込⽅法：各地区代表 、もしくは⻑崎県理学療法⼠協会事務局厚⽣部 ⻑⾕川隆史宛
TEL：095-839-2051 e-mail：nptakousei@gmail.com（和仁会病院）
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◆学術資料部 DVD 貸出案内
平成28 年度
No.129 理学療法⼠講習会「スポーツ理学療法」 和仁会病院 ⼤⽯勝則先⽣
No.130 第1 回学術研修会「パーキンソン病の理学療法」 ⻑崎北病院 笹原順哉 先⽣
No.131 平成28 年度 訪問リハ三⼠会合同研修会 （有）⾜柄リハビリテーションサービス 露⽊昭彰 先⽣、他
No.132 介護予防推進リーダー導⼊研修会 ⼩泉徹児先⽣、井⼝茂先⽣
No.133 地域包括ケア推進リーダー導⼊研修会 坂枝真⼀先⽣、井⼝茂先⽣
No.134 第2 回学術研修会「運動器疾患の理学療法」京都⼤学 建内宏重先⽣
No.135 平成28 年度 九州ブロック現職者研修会 循環器理学療法
「症例から学ぶ、循環器理学療法の臨床的視点」
、
「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」
⻑崎県対⾺病院 ⼭⽥宏美 先⽣、光晴会病院 北川佐由⾥ 先⽣
No.136 第28 回⻑崎県理学療法⼠会学術⼤会
平成29 年度
No.137 理学療法⼠講習会「スポーツの理学療法〜運動療法の臨床実践〜」 和仁会病院 ⼤⽯勝則先⽣
No.138 三⼠会リハビリテーション合同研修会
「これからのリハビリテーション 活動・参加を⽀援するとは」くますま地域⽣活応援館 内⽥正剛先⽣
貸し出し窓⼝： 〒850-0034 ⻑崎市樺島町5-16 ⻑崎掖済会病院

リハビリテーション科 本⽥有⼀

TEL 095-824-0610 FAX 095-822-9985 mail: reha@ekisaikai-nagasaki.jp ※

◆H29 年度第 1 回学術研修会

詳細の貸出要項は県⼠会ホームページをご参照ください。

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：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
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）
※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

◆健康増進部より

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 スポーツ医学セミナー
⽇時：平成29 年11 ⽉2 ⽇（⽊） 19：00〜20：00

・会場：良順会館2Ｆ（⻑崎市坂本町1-12-4 ）参加費：1,000 円

申込み： 不要

内容：
「⼥⼦中・⾼校⽣サッカー選⼿はなぜ⾛れなくなるのか？」
講師：松⽥ 貴雄 先⽣（国⽴病院機構 ⻄別府病院スポーツ医学センター，元なでしこジャパン・チームドクター）
問い合わせ先：⻑崎県サッカー協会医学委員会 いまむら整形外科 北﨑 学

TEL：095-856-2880

E-mail：m.kitasaki@gmail.com
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・平成29 年度全国⾼等学校サッカー選⼿権⼤会⻑崎県⼤会メディカルサポートスタッフ募集 ※申込締め切り：平成29 年10 ⽉2 ⽇（⽉）
⽇時：平成25 年10 ⽉7 ⽇，8 ⽇，14 ⽇，15 ⽇，22 ⽇，11 ⽉12 ⽇

会場：島原市、諫早市、⼤村市

活動内容：試合中の応急対応、コンディショニング、相談等⾒学の⽅も受け付けておりますのでご連絡ください。
申込先：医療法⼈ 増⽥整形外科 持永⾄⼈ TEL：0956-24-0056 FAX：0956-24-0156 E-mail：kiki@cap.bbiq.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
①平成29 年度 介護予防推進リーダー導⼊研修会

※資料準備などのため、事前申込必要

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
②平成29 年度 地域包括ケア推進リーダーの導⼊研修会

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
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

〔参加の対象〕理学療法⼠ ※会員の各リーダー認定条件は、下記が必須となります。 〔参加費〕会員1,000 円、学⽣500 円、会員外5,000 円
〔会員の履修条件〕 … 下記の(a)〜(b)の全3 条件を満たさなければ認められません。再受講の場合にも〔会員の履修条件〕が必須となります。
(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】①は10/28(⼟)、②は12/9(⼟)までに件名に「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。
◆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。
【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

◆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

【重要】お詫びと修正箇所のご案内
・演題登録及び抄録・発表資料作成要項につきまして修正箇所がございます。
・お詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。
演題登録 〇演題申し込み：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 （→下記に⽰す抄録記載例に従って、
）
１）演題名２）筆頭演者名３）共同演者名（5 名まで）４）所属名５）演題分類（症例検討or ⼀般演題or 新⼈発表）６）発表形式（⼝述
発表or ポスター発表）
、７）キーワード（３つまで）
、８）抄録内容をWord ⽂書で作成し、E-mail に添付してお申し込みください。
）
〇抄録提出締切
記載例

平成29 年10 ⽉27 ⽇(⾦)24 時までに、Word ⽂書を作成し、E-mail で送付してください(本形式以外の受付不可)。

⾮特異性腰痛患者の腰椎アライメントと運動能⼒との関連性
⻑崎太郎1）

医療陽⼦2）

福祉佳⼦(MD)3）
（←共同演者は5 名まで）

１）○○⼤学附属病院 2）○○○○○○病院 3）○○病院整形外科
キーワード：⾮特異性腰痛・腰椎アライメント・歩⾏能⼒ （←３つまで）
【演題分類】症例検討 or ⼀般演題 or 新⼈発表 （←どれか⼀つを選択）
【発表形式】⼝述発表 or ポスター発表 （←どちらか⼀つを選択）
以下、
【はじめに】
【対象と⽅法】
【倫理的配慮・説明と同意】
【結果】
【考察】に従い作成してください。

◆第２回 ⻑崎再⽣医療とリハビリテーション研究会

後援：
（公社）⻑崎県理学療法⼠協会

テーマ：再⽣医療とリハビリテーションの融合 ⽇時：2017 年11 ⽉10 ⽇(⾦)18:30-20:30(18:00 受付)
参加費：500 円（軽⾷準備予定） 学⽣は無料

会場：⻑崎北病院2F 会議室

参加申込み：事務局 ⻑崎北病院 ⻄本加奈・松尾晶⼦宛 E-mail：nagasakirrs@gmail.com

ポイント情報：⽇本理学療法⼠協会 新プロC-1 神経系疾患の理学療法 専⾨認定 神経理学療法(全領域) ５pt
・特別講演「脳梗塞再⽣医療とロボットリハビリテーションー宇宙再⽣医療センターの取り組みと連携̶」広島⼤学⼤学院 教授
座

⼸削 類 先⽣

⻑ 促通反復療法研究所所⻑ ⿅児島⼤学名誉教授 川平 和美 先⽣（本研究会世話⼈）

・⼀般演題：①「⿇痺側の違いによる運動イメージ中の脳⾎流動態の特徴」⻑崎リハビリテーション病院 藤原謙吾先⽣ ②「急性期脳梗塞症例に対
してロボットスーツHAL の訓練⽅法を⼯夫した⼀症例」佐世保中央病院 久⽥勇輔先⽣ ③「脳卒中患者の上肢操作練習ー促通反復療法に単関節
HAL を併⽤した２例ー」⻑崎北病院 松尾理恵先⽣④「失調症状を伴う歩⾏に対するロボットスーツHAL の効果」⻑崎北病院 井上亮⼦先⽣
座

⻑ ⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科

准教授 中野 治郎 先⽣（本研究会世話⼈）
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◆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 10 ⽉勉強会 ※要申込み（詳細は https://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）
⽇時：平成29 年10 ⽉26 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！PartⅥ
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）

◆⽇本理学療法⼠協会からの知らせ
・
「平成 29 年度在宅リハビリテーション従事者研修会」
研修テーマ ： 平成30 年度介護保険改定を含めた⾃⽴⽀援介護を推進するリハビリテーションマネジメントの在り⽅を学ぶ
⽇ 時 ： 平成29 年12 ⽉ 9 ⽇（⼟） 10：00〜18：00

12 ⽉10 ⽇（⽇） 9：00〜15：50

場 所 ： ⽥町カンファレンスルーム 〒108-002 3 東京都港区芝浦3-5-39 ⽥町イーストウイング6 階
平成29年9⽉20⽇
（⽔）
お昼12: 00〜受付開始

お申込みはこちらから

http://www.gene-llc.jp/secretariat/?id=1447921895-703393

◆その他関連団体からのお知らせ
・⻑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、⻑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、⻑崎⼤学医学部保健
学科にて⻑崎呼吸リハビリテーションネットワーク勉強会を下記の要項で開催いたします。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学んでいただく予定です。現場での実践を意識した知識の習得を⽬指し、多職種連携を図るために、多くの職種の⽅々と
ともに学んでいきます。
【会 場】 ⻑崎⼤学医学部保健学科101 講義室および⻑崎⼤学病院リハビリテーション部

⻑崎市坂本1-7-1

【対 象】 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】 500 円 ※事前申し込み不要。当⽇会場にて受付をお願いします。

【⽇ 時と講義内容】
平成29 年10 ⽉25 ⽇（⽔）19：00〜21：00
①

急性期の呼吸リハビリテーション

神津 玲 （⻑崎⼤学⽣命医科学域）② 症例提⽰ 夏井 ⼀⽣（⻑崎みなとメディカルセンター）

平成29 年12 ⽉13 ⽇（⽔） 19：00〜21：00
①

回復期・維持期の呼吸リハビリテーション ⽥中 貴⼦ （⻑崎⼤学⽣命医科学域）② 症例提⽰

平成30 年2 ⽉14 ⽇（⽔） 19：00〜21：00
① 在宅患者における呼吸リハビリテーション 北川知佳 （⻑崎呼吸器リハビリクリニック）② 症例提⽰
【主 催】⻑崎⼤学医学部保健学科理学療法学専攻 内部障害系理学療法学研究室

・ＮＰＯ法⼈⼈ながさきハンディキャプトサポートセンター(NPONHSC)より
・10 ⽉《福祉情報⽀援（ｅ－Ａｔｃ）研修会》 申込期限：10 ⽉2 ⽇締切
⽇時：10 ⽉5 ⽇（⽊⽊）19:00〜〜20:30 場所：⻑崎市茂⾥町（ブリックホール隣） もりまちハートセンター ５階 パソコン室
内容：
「発達障がいの⽅向け、⽀援アプリの紹介」講師：福祉⼯房かずかずわぁーくす 松島和仁⽒
内容＆対象者：意思伝達や⾏動⽀援に役⽴つ、⽣活に役⽴つアップル社ｉｏｓ⽤アプリ紹介 資料実費 500 円 参加受付：電話・メール・ＦＡＸにて
・10 ⽉ 《リビング福祉セミナー》 申込期限：10 ⽉25 ⽇締切
⽇時：10 ⽉28 ⽇（⼟）10:30〜〜12:00 場所：⻑崎市茂⾥町（ブリックホール隣） もりまちハートセンター ５階 会議室
内容： 「ギャンブル依存症から精神疾患にならないための⽀援について」講師：ＧＡ出島グループ 佐藤昭彦⽒
内容：内容＆対象者：経済的改善法や精神的疾患にならないための⽀援について 参加費500 円 参加受付：電話・メール・ＦＡＸにて
以上

