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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◆第 29 回 ⻑崎県理学療法学術⼤会 演題募集期間延⻑のお知らせ

⼤会⻑：⼤⽊⽥治夫 準備委員⻑：奈良崎博⼀

演題応募の締切り⽇を11 ⽉17 ⽇（⾦）24 時まで延⻑しました。是⾮とも、より多くの演題を貴施設よりご応募頂きたくお願い申し上げます。

◆地域リハ専⾨職認定研修会

会場変更のお知らせ

11 ⽉25 ⽇・26 ⽇の地域リハ専⾨職認定研修会ですが、会場が ⻑崎国際⼤学 から ⻑崎⼤学⽂教キャンパス へ変更となりました。
恐れ⼊りますが、関係者の皆様へご周知頂けますよう宜しくお願い致します。詳細・会場地図に関しては協会ホームページをご確認ください。
＜新 会場＞⻑崎⼤学 ⽂教キャンパス

教育学部２階 教育⼯学実験教室（ＳＣＳ）

〒852-8521 ⻑崎市⽂教町1-14

◆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

⻑崎県理学療法⼠協会事務局厚⽣部 ⻑⾕川隆史

この度，平成29 年10 ⽉29 ⽇に開催を予定しておりました会員親睦スポーツ⼤会は、悪天候の為順延とさせて頂きました。また後⽇、競技種⽬の
変更も視野に⼊れて⽇程を調整させて頂き、皆さまにご連絡差し上げたいと存じます。その際もどうか変わらぬご協⼒をよろしくお願い致します

◆平成 29 年度 第 5 回 新⼈教育研修会（佐世保）のお知らせ
⽇時：11 ⽉19 ⽇（⽇）9：30〜12：50（受付9：00〜）

会場：⻑崎国際⼤学 1101 号教室 （住所：佐世保市ハウステンボス町2825-7）

内容：①クリニカルリーズニング （笹原 順哉先⽣）B－2： 9：30〜10：30 ②内部障害の理学療法（⽥代 伸吾先⽣）C－3：10：40〜11：40
③ティーチングとコーチング（村上 和彦先⽣）E－2：11：50〜12：50
＜注意事項＞（1）資料は、配布いたしません。各⾃、⻑崎県理学療法⼠協会のＨＰの県⼠会ニュースのタグ内でダウンロードしてご持参ください。
但しＣ領域の資料は当⽇配布となります。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。
（2）事前申し込みは⾏いませんが、問い合わせについては随時対応しますので、下記のメールアドレスにお願いします。詳細の概要は
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。
項⽬ごとの受講も可能です。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。
（⼊会申請中でも受講は可能）
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

）

◆地区活動・研修会のお知らせ
・⼤村・東彼杵地区研修会

地区代表 ⼭下 均

⽇ 時：平成29 年11 ⽉17 ⽇（⾦）19：00〜21：00 程度

会 場 ：⼤村市⺠病院 4 階リハビリテーション室

テーマ：
「早期離床から学ぶリスク管理〜急性期から⽣活期まで〜」

講 師：森本将司（貞松病院 理学療法⼠）⽇本離床研究会離床アドバイザー

問合せ：市⽴⼤村市⺠病院 リハビリテーション室 阿⽐留淳也 TEL：0957-52-2161（内線：6783） Email：junyaa@jadecom.jp

・諌早地区研修会

地区代表 秀島敏和

⽇ 時：平成２9 年１１⽉2７⽇（⽉） 19：00 〜 20：30

場 所：諫早市健康福祉センター 多⽬的ホール

内 容：
「褥瘡とポジショニング〜基礎編〜」

講 師：新川 英治 ⽒（介護⽼⼈保健施設 恵仁荘：理学療法⼠）

案内対象：理学療法⼠・作業療法⼠・その他医療関連職種

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、11/24（⾦）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

・諌早地区症例検討会演題募集のお知らせ

地区代表 秀島敏和

⽇ 時：平成30 年１⽉末（予定） 19：00 〜 20：00

場 所：諫早市健康福祉センター 多⽬的ホール

内 容：
「症例検討会」

演題募集期間：平成29 年11 ⽉10 ⽇〜12 ⽉30 ⽇

案内対象：会員理学療法⼠

申し込み：１）演題名、２）演者名、３）所属施設名、４）経験年数を下記のアドレスにメールしてください。
※症例検討会の⽇程など詳細が決まりましたら、再度連絡させて頂きます。
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

⻑崎県理学療法⼠協会通信 2017 年11 ⽉号 2 枚⽬／2 枚

◆臨床指導者養成教育コース推進フォーラム

主催：⻑崎⼤学医学部保健学科 後援：公益社団法⼈⻑崎県理学療法⼠協会

⽂科省「課題解決型⾼度医療⼈材養成プログラム」採択事業「⾼度リハビリテーション専⾨職の養成－⻑崎地域包括ケアシステムを活⽤したプログラム－」
テーマ：
「理学療法⼠・作業療法⼠指定規則改訂に伴う臨床実習の課題と展望」
⽇ 時：平成29 年12 ⽉2 ⽇（⼟）13：00〜17：00

会 場：⻑崎⼤学 ⽂教スカイホール（⻑崎市⽂教町1－14）

プログラム：13：00〜開会挨拶
13：10〜14：10 本学からの情報提供
①臨床指導者養成教育コース進捗状況報告

報告者：井⼝ 茂（⻑崎⼤学医学部保健学科 保健学実践教育研究センター）

②本学臨床実習施設（PT・OT）を対象としたアンケート報告
報告者：神津 玲（⻑崎⼤学医学部保健学科理学療法学専攻） 岩永⻯⼀郎（⻑崎⼤学医学部保健学科作業療法学専攻）
③教員を対象としたアンケート報告
14：20〜15：20

報告者：坂本 淳哉（⻑崎⼤学医学部保健学科理学療法学専攻）

講演①「理学療法における臨床教育の課題と展望」
講師：中川 法⼀先⽣（⽇本理学療法⼠協会理事，⽇本リハビリテーション臨床教育研究会会⻑，理学療法⼠）

15：30〜16：30

講演②「作業療法における臨床教育の課題と展望」
講師：澤 俊⼆先⽣（⽇本作業療法⼠協会 養成教育委員会委員⻑，⾦城⼤学医療健康学部作業療法学科教授，作業療法⼠）

16：30〜17：00

ディスカッション

17：00〜

閉会挨拶

申込み⽅法：
【申込フォーム】 http://tls-style.sakura.ne.jp/ptotgp/ よりお申し込下さい。

申込期間：〜11 ⽉末まで

◆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 11 ⽉勉強会 ※要申込み（詳細は https://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）
⽇ 時：平成29 年11 ⽉21 ⽇（⽕） 19 時

テーマ：認知神経リハビリテーションを実践しよう！PartⅦ

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）

◆その他関連団体からのお知らせ
・特定⾮営利活動法⼈ ⻑崎斜⾯研究会より 創⽴ 20 周年記念事業シンポジウム開催のお知らせ
⽇ 時：11 ⽉5 ⽇（⽇）14:00〜16:20

場 所：⻑崎市⽴図書館多⽬的ホール

参加費：無料

定員：200 名

テーマ：どがんすっと？⻑崎の暮らし 〜⽀え合う地域づくりを語ろう〜
第１部 基調講演：
「⻑崎市の地域包括ケアシステムとは」

⼭⼝伸⼀⽒ ⻑崎市福祉部政策監

第2 部 団塊世代のトークセッション「⽀え合う地域づくり事例」 コーディネーター：平松誠四郎 NBC ラジオプロデューサー
団塊世代の発⾔者：⽵中晴美⽒（みんなにやさしいトイレ会議実⾏委員⻑）
・井⽯⼋千代⽒（NPO ⻑崎さんさん21 理事⻑）
⻄

清⽒（深堀地区社協⽀部⻑・深堀地区連合⾃治会⻑）
・平野啓⼦（NPO ⻑崎斜⾯研究会理事⻑）

お問合せ：事務局 吉野・⽥鶴 095-818-2002（⻑崎リハビリテーション病院内）

・⻑崎県⾔語聴覚⼠会より 研修会開催のお知らせ
⽇ 時：11 ⽉19 ⽇（⼟）10:00〜12:30

場 所：諫早総合病院（⻑崎県諫早市永昌東町24-1）

参加費：4,000 円

テーマ：
「⾼次脳機能障害、発達障害、認知症にみる障害の神経⼼理学的な理解と⽀援」
講 師：坂⽖⼀幸先⽣ 早稲⽥⼤学きょういく・総合科学学術院教育学部教授（医学博⼠、臨床⼼理⼠、⾔語聴覚⼠、臨床発達⼼理⼠）
問合せ：⻑崎県⾔語聴覚⼠会学術局 E-mail.gakujutsu@st-nagasaki.main.jp

TEL.0957-53-7883

・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 研修会のお知らせ
・福祉情報⽀援（ｅ－Ａｔｃ）研修会 ⽇時：11 ⽉16 ⽇（⽊）19:00〜20:30

資料実費 500 円

申込み：11/13 迄に電話・メール・ＦＡＸ

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 講師：パナソニックエイジフリー(株) 松尾光晴⽒
内容：意思伝達装置「レッツ・チャット」と⾼齢者、障害者向けテレビリモコン「レッツ・リモコン」および⼊⼒スイッチの適合ノウハウご紹介
・リビング福祉セミナー

⽇時：11 ⽉25 ⽇（⼟）10:30〜12:00

参加費無料

申込み：11/22 迄に電話・メール・ＦＡＸ

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：
「グループホームの指定申請⼿続きについて」

講師：⻑崎県 福祉保健部 障害福祉課 元川久美⼦⽒

以上

