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 12 月号
発
行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 29 年 12 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。
◆平成 29 年度 地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度（再掲）※資料準備などのため、事前のお申し込み必須
「地域包括ケア推進リーダー」の導入研修会開催について
期日 ：平成29 年12 月16 日（土）9 時30 分～16 時30 分
講師 ：坂枝真一先生、井口茂先生
〔参加の対象〕理学療法士

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

※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。12/9(土)締切。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

◆平成 29 年度 （公社）長崎県理学療法士協会 臨床実習研修会のご案内
今年度の（公社）長崎県理学療法士協会の臨床実習研修会は、産業医科大学若松病院の理学療法士 明日 徹 先生を講師にお招きして、
「診療参加
型実習における課題と対策」というテーマで講義を行っていただきます。臨床実習指導について見つめ直す機会にしたいと思っておりますので、多数
のご参加をお待ちしております。
日時：29 年12 月17 日（日） 9：30 ～ 12：30（受付：9：00～）
会場：長崎医療技術専門学校 講堂 （住所：長崎市愛宕1 丁目36-59、電話：095-827-8868）
テーマ：
「診療参加型実習における課題と対策」講師：明日 徹 先生（産業医科大学若松病院リハビリテーション部）
内容：臨床実習の指導方法についての講義
参加費：1000 円

臨床実習指導に関する意見交換

駐車場あり（先着40 台まで可能）

取得単位：専門・認定 教育・管理系 10 ポイント

＜申し込み＞事前申し込みを行います。参加希望の方は件名に「臨床実習研修会」と明記し、①氏名

②所属先 ③経験年数、④役職（ある方

のみ）⑤駐車場利用の有無 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。
申込先：長崎医療技術専門学校

林 勇一郎（ TEL: 095-827-8868 Ｅmail:hayashi@tamaki.ac.jp

◆ H29 年度 第 2 回 学術研修会

）

主催 ：(公社)長崎県理学療法士協会

【テーマ】
：内部障害の理学療法 (糖尿病・呼吸の内部疾患に対する理学療法、トピックス）
【講 師】塩塚順先生 虹ヶ丘病院

長崎県理学療法士協会 会長

田中貴子先生 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 助教

【日 時・内容】平成30 年1月20日（土）13:00～13:15 開場・受付 13:15～13:20 開会のあいさつ 13:20～14:50 糖尿病に対する理学療法
14:55～16:25 呼吸疾患に対する理学療法

16:25～16:45 ディスカッション(質疑応答)

16:45～17:00 閉会・退室

※会場の利用時間の関係上、時間内での受付と研修会終了後は速やかに退室をご了承ください。
【会 場】長崎県総合福祉センター（長崎市茂里町3-24）
【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】※会員の方は、当日、
「会員カード」を必ずご持参ください。
専門・認定：内部障害系理学療法分野（b.呼吸、c.代謝、e.専門理学療法士） 10P

新人プログラム： C-3 内部障害の理学療法 1 単位
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【申し込み方法】事前申込み必須。 締切：H30 年1 月5 日(金)
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（個人・共有）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。
※⑥PC メールアドレスを記入の後に個人アドレスor 共有アドレスの記載をお願いします。
※講義資料はPDF で事前に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。
※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。
【駐車場】会場駐車場なし。近隣の駐車場または公共交通機関等をご利用ください。
【懇親会】浦上駅周辺 4000 円程度。時間：未定
【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

◆地区活動・研修会のお知らせ
・西彼西海地区全体会議
これまで（公社）長崎県理学療法士協会では、地域包括ケアシステム整備や地域に即した事業推進のため、ブロック局の活動を見直しして参りました。
結果、今年度より長崎西彼地区から、西彼西海地区が独立した事業計画・予算立てに基づいての研修会はじめ、公益事業などの活動を行うこととなり
ました。今年度の西彼西海地区の事業詳細は、平成29 年度の総会資料に掲載しましたが、新しく生まれた地区であるため、まず「本会の活動と今後
の方針」や「組織づくり」について、本会会長及び事務局長からお話いただく機会を設けました。またこれを機に西彼西海地区会員の意見を集約しな
がら地区の強みを活かし、次年度はさらに会員参画型の事業計画立案を、さらにはこれが、西彼西海地区組織づくり（管理者ネットワークづくり）の
第一歩となるものとも期待しております。つきましては、是⾮とも西彼西海地区内の施設責任者（難しい場合は代理者）の方にご出席いただきたく、
お願いいたします。
日時：平成29 年12 月12 日（火）19：00～20：30

会場：社会医療法人春回会 長崎北病院 ２階会議室

内容（予定）
：１）
「長崎県理学療法士協会の活動と今後の方針について（20 分）
」

(公社)長崎県理学療法士協会 会長 塩塚 順

２）
「長崎県理学療法士協会の組織づくりと効率化について（20 分）
」 (公社)長崎県理学療法士協会 事務局長 小無田彰仁
３）地区内施設管理者の自己紹介と連絡網の紹介（20 分）
４）平成29 年度・平成30 年度事業の確認と立案（20 分）
５）その他（10 分）
※終了後、懇親会を予定しております。

・第29 回理学療法学術大会のプレイベント ！ H29 年度 職場対抗新人戦！！～うち自慢甲子園～
【内容】職場の紹介を新人が発表する会です。今年度は第29 回理学療法学術大会のプレイベントとして同会場にて開催いたします。
【対象】長崎県全区より発表施設の募集を行います。
【日時】平成30 年2 月24 日(土) 10:00－12:00（第29 回長崎県理学療法学術大会開始直前まで）
【場所】時津カナリーホール

【発表内容】各職場の紹介(取組やシステムづくり、人材など何でもOK です)

【発表形式】ポスター発表、自由討議前に5 分程度の発表を予定しています。
ポスター提示サイズ 横90cm×縦150cm(A3 用紙10 枚分)

タイトル提示サイズ 横70cm×縦20cm

【発表者要件】理学療法士になって3 年目まで。※3 年目以降でも職場で経験年数が一番下、もしくは一人職場のスタッフでもOK です。
【応募方法】①一次：
「所属、氏名、経験年数」を1 月31 日までにメールにてご連絡ください。
②第二次：発表データは2 月10 日までにパワーポイントまたはpdf 形式でメールにてお送りください。
【問い合わせ先】社会医療法人春回会井上病院 橋本修平 E-mail:npta_nagasakiseihi@yahoo.co.jp

◆その他関連団体からのお知らせ
・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：12 月7 日（⽊）19:00～20:30

資料実費 500 円

申込み：11/28 迄に電話・メール・ＦＡＸ

場所：長崎市茂里町（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：
「タブレットの基本を学ぼう」android
講師：ラッキーネットワークサービス みらい長崎ココウォーク｜ドコモショップ店様
・リビング福祉セミナー

日時：12 月16 日（土）10:30～12:00

参加費無料

申込み：12/13 迄に電話・メール・ＦＡＸ

場所：長崎市茂里町（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：
「医療ケースワーカーの退院に向けた支援の取組み」
講師：一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 医療ケースワーカー 山崎智子氏
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・長崎呼吸リハビリテーションネットワーク第 2 回勉強会 開催要項
＜概要＞ 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。
【日 時】 平成29 年12 月13 日（水） 19：00～21：00

平成30 年 2 月14 日（水） 19：00～21：00

【会 場】 長崎大学医学部保健学科101 講義室長崎市坂本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】

【講義内容】 平成29 年12 月13 日

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。

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

大久保侑依 （田上病院 理学療法士）

①在宅患者における呼吸リハビリテーション

向江 奈美 （田上病院 作業療法士）

北川知佳 （長崎呼吸器リハビリクリニック）

②症例提示
【主 催】長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

・平成 29 年度九州ブロック管理・運営研修会のご案内
主 催 ：日本理学療法士協会 九州ブロック会

担 当 ：公益社団法人鹿児島県理学療法士会

対象者 ：公益社団法人日本理学療法士協会 九州ブロック会及び各県理学療法士（協）会 会員
開催日時：平成30 年2 月25 日（日） 9 時30 分 ～ 12 時40 分

会場受付：9 時～

会 場 ：TKP ガーデンシティ鹿児島中央 「屋久島」〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町２６－１ 南国アネックス 2F/3F
TEL:099-214-2525

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-kagoshima/

テーマ：管理職のための『アンガーマネジメントとコーチング』
定 員：100 名程度（先着） 参加費：無 料

講 師：有限会社AE メディカル 鹿児島支社長 田之頭 智子 氏

※当日はカードリーダーで受付をしますので、会員証をご持参下さい。

申込方法：kpta46academic@gmail.com まで、件名に「管理者研修会参加申し込み」と題し、下記の必要事項をご記入の上、メールにて
お申込み下さい。
【必要事項】①氏名②所属県士会③会員番号④所属施設 ⑤電話番号⑥E‒mail アドレス
申込期限：平成３０年１月３１日（水）但し、定員になりしだい締切とさせていただきます。
※申込者には受講の可否回答を順次メールにてご案内致します。kpta46academic@gmail.com を受信可能となるようご自身で設定をお願いします。
尚、設定に関するご質問には回答いたしかねますのでご注意下さい。
＜申込及び問合せ先＞医療法人敬親会 豊島病院

リハビリテーションセンター

〒890-0056 鹿児島市下荒田三丁目２７番１号TEL：099‒253‒0317

平名章二・福留史剛

FAX099‒252‒3981

E‒mail：kpta46academic@gmail.com

＜専門認定理学療法士制度のポイントについて＞参加者には、日本理学療法士協会の専門認定理学療法士制度のポイントにおける 2.（9）ブロック
が主催する講習会・研修会の15 ポイント（教育・管理理学療法専門分野）が付与されます。
以上

