
発  行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成30年1月4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。  

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。 

  

 

◆事務局より  🎍新年明けましておめでとうございます。これからも引き続き、本会の事業へのご理解とご協力をお願いいたします。🎍                                                        

・重要！平成30年度年会費納入期限変更について、またそれに伴う諸手続き期限について           財務部・庶務部                

会費納入期限変更により楽天カード・口座振替登録会員は平成30年3月27日（火）引落し、その他の会員は振込用紙（３月上旬送

付予定）で３月末日迄にお支払いいただくようになります。未納者については会員権利全面停止、6月末日未納者は退会となります。

退会者の生涯学習履歴は全て無効となり復会はできません。再度在籍希望者は入会手続きが必要となるため、ご注意ください。 

異動・休会・退会希望は、2月20日迄にお手続き願います。4月2日以降にお手続きの場合、納入済会費の返金は致しかねます。 

・平成29年度 長崎県理学療法士協会会員親睦スポーツ大会開催について 参加申込締切：1月19日          厚生部                  

悪天候の為順延しておりました会員親睦スポーツ大会は，下記の通りに行う運びとなりました。お忙しいとは思いますが，ご協力をお願い致します。 

【実施目的】◆会員の地域を跨いだ“顔の見える”関係性の構築及び会員同士の親睦を深める。◆会員の運動不足解消・健康増進を目的とする。 

【実施要項】種目：ソフトバレーボール（圏域毎にチーム編成し、6人制バレーボールのルールで実施）  

日時：平成30年1月28日（日）10：00～14：10（9：30～受付開始）    参加人数目標：50名程度 

場所：諫早市森山スポーツ交流館（諫早市森山町下井牟田1145番地 TEL:0957-35- 2888） 

申込：長崎県理学療法士協会 事務局厚生部（和仁会病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 長谷川 宛にFAXまたはメールにて、参加者氏名と病院・施設名を添え

てお申し込みください。   FAX：095-837-1230 / E-mail：nptakousei@gmail.com   

◆教育部より                                  担当 理事：賀村肇 部長：林勇一郎                       

・平成29年度 第6回 新人教育研修会（長崎）のお知らせ                                   

概要は（公社）長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。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です） 

日時：1月7日（日） 9：30 ～ 12：50（受付9：00～） 

会場：長崎県立大学 シーボルト校 西棟1階 Ｗ103号室 （住所：西彼杵郡長与町まなび野1-1-1、電話：813-5500） 

内容：①高齢者の理学療法       （貞松 徹先生）  C－4： 9：30～10：30  

②生涯学習と理学療法の専門領域 （志岐 浩二先生） D－2：10：40～11：40 

③地域リハビリテーション    （小泉 徹児先生） C－5：11：50～12：50 

＜注意事項＞（1）テキスト資料は配布いたしませんので、各自（公社）長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し

てご持参ください。（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。 

なお、Ｃ領域の資料は当日配布となります（資料代として1講義につき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：長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  ） 

◆健康増進部より                                担当 理事：重松康志 部長：竹ノ内洋   

・平成29年度 長崎県高等学校新人体育大会サッカー競技メディカルサポートスタッフ募集     申込締切：1月15日（月）     

下記の日程でメディカルサポートを行います。 鎮西学院高校グラウンド（１月20・21日）  長崎日本大学高校グラウンド（１月20・21日） 

長崎県立総合運動公園サッカー場（１月20・21日） 大村市古賀島スポーツ広場（１月27・28日） 

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 

・長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30年1月25日（木） 19：30～21：00     会場：ポンぺ会館（長崎市坂本町1-12-4 ) ・参加費：500円 

内容：「インフルエンザの撃退法～スポーツ現場での対応～」  講師：真崎 宏則 先生（まさき呼吸器内科クリニック） 

事前申込み：不要   問い合わせ先：長崎県サッカー協会医学委員会 いまむら整形外科 北﨑 学E-mail：m.kitasaki@gmail.com 
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◆第29回長崎県理学療法学術大会プログラム                大会長：大木田治夫 準備委員長：奈良崎博一                                  

とぎつカナリーホール   平成30年2月24日（土）～25日（日） 

１日目 ホール リハーサル室 エントランスロビーホ ワイエ 

10:00～12:00 新人による施設紹介(長崎地区研修会） 

12:00～13:30  受付 

13:30～13:50 開会式   

 

ポスター貼付 

13:50～15:20 【基調講演】 

産業保健での可能性を拡げる 

講師：山内義崇 氏 

座長：大木田治夫（学会大会長） 

15:30～16:30 セクション（口述①） セクション（口述②） 

16:40～17:40 セクション（口述③） セクション（口述④） セクション（ポスター①） 

 

19:00～21:00 情報交換会（ロイヤルチェスターホテル） 

 

２日目 ホール リハーサル室 エントランスロビーホ ワイエ 

9:00～   受付 

9:50～10:50 セクション（口述⑤） セクション（口述⑥） セクション（ポスター②） 

11:00～12:30 【日韓国際交流講演】 

講師：検討中 

座長：塩塚順（県士会会長） 

浦川順二（県士会学術局長） 

  

12:30～13:20 休憩 

13:20～14:20 セクション（口述⑦） セクション（口述⑧） 県民公開講座受付（14：00～） 

県民相談コーナー 14:20～15:00 休憩（県民公開講座開場） 

15:00～17:00 【県民公開講座】 

スポーツを通じて子供たちの 

可能性を拡げる 

①内村周子 氏 

②能 由美 氏 

司会：奈良崎博一（学会副大会長） 

  

17:00～17:15 閉会式（優秀者表彰/次期学会報告） 

・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～ （再掲）地区代表：奈良崎博一                                                             

【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 



長崎県理学療法士協会通信  2018年1月号 3枚目／３枚 

◆学術部より                                  担当 理事：浦川純二 部長：脇屋光宏                                

・ H29年度 第2回 学術研修会 （再掲）申込締切延長のお知らせ              申込締切：1月12日（金）                               

【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  

【申し込み方法】事前申込み必須。 締切：H30年1月12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 

◆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1月勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）        

日 時：平成30 年1 月25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！PartⅨ 

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3回講習会のご案内                  

テーマ：「投球障害肩への対応～セラピストが診るべきポイント」 講師：濱田孝喜（貞松病院） 

日時：平成30年1月27日(土) 18:00-20:00    場所：塚崎整形外科クリニック（長崎市東町1918-1） 

   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 

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。申込先：http://www.nospt.org/ 

※日程ならびに会場が変更となりました。ご注意下さい。     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                                                      

・日本理学療法士協会より「代議員選挙」のお知らせ                                            

日本理学療法士協会代議員選挙は、総会に提出された議題を討議し議決する代議員を選出する選挙です。立候補及び投票はマイページから！ 

立候補受付期間：平成30年1月22日正午～29日正午   投票期間：平成30年２月19日正午～3月4日正午  

・理学療法士講習会（応用編）下肢の運動学と理学療法B（セミナー番号： 13039）のお知らせ     主催：京都府理学療法士会   

開催期間：2018年2月3日(土)9：30～4日(日)18：00  〈講師〉市橋則明・建内宏重（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻） 

内容：股・膝関節中心の下肢運動学の講義、それらの運動学に基づいた理学療法理論・技術の講習。具体的には筋の機能と運動学、股・膝関節の運動

学とトレーニング、運動連鎖とストレッチング、関節可動域制限因子の評価と治療、OKCとCKCでの筋力トレーニングなどを行う。 

・一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団より「訪問リハビリテーションフォーラム2017 Part2」のお知らせ                                     

テーマ：「介護支援専門員とリハビリテーション専門職との協働促進について」 参加費：各主催者協会の会員無料・⾮会員1,000円 定員：300名 

開催日：2018.2.18（日）9:30～12:30   会場：ホテルニューカリーナ（岩手県盛岡市菜園2-3-7） 

特別講演 ：「平成30年介護報酬改定を見据えた地域包括ケアシステムにおける介護支援専門員とリハビリテーション専門職との協働」 川越雅弘氏、 

シンポジウム「地域包括ケアシステムにおける介護支援専門員とリハビリテーション専門職との協働の実態」 、他            以上 


