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 2018 年 2 月号
発
行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 30 年 2 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。
◆第 29 回⻑崎県理学療法学術⼤会

⼤会⻑：⼤⽊⽥治夫 準備委員⻑：奈良崎博⼀

・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】⻑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 回⻑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2 ⽉10 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17 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

◆地区活動・研修会のお知らせ
・諌早地区研修会 ＊FAX 送信済み原稿から発表者の修正あり
⽇ 時：平成30 年3 ⽉2 ⽇（⾦） 19：00 〜 20：30

地区代表 秀島敏和
場 所：諫早市健康福祉センター 多⽬的ホール

内 容：
「連携を語ろう！」〜急性期から⽣活期のアプローチと連携について〜
報告者：急性期の⽴場から ⿊瀬綾⼦⽒（宮崎病院 急性期病棟：理学療法⼠）
回復期の⽴場から：宮内利喜⽒（宮崎病院 回復期病棟：理学療法⼠）
⽣活期の⽴場から 江⼝友和⽒（介護⽼⼈保健施設 恵仁荘 通所リハ：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）

申し込み：参加ご希望の⽅は資料の準備がありますので、２/２８（⽔）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

◆社会局より

局⻑ ⼭下潤⼀郎（共催：⻑崎県理学療法⼠連盟）

・平成 30 年度診療報酬・介護報酬改定に関する研修会（担当： 医療保険部 ・介護保険部）
【概要】
4⽉に施⾏される診療報酬・介護報酬の同時改定はこれからの超少⼦⾼齢社会に対応する社会保障へと集中的な改⾰として注⽬されています。
特にリハビリテーションについては、急性期から⽣活期へとシームレスな質の⾼いリハビリテーションが重点化され、様々な⾒直しが報酬改定にて実
施される⾒通しです。当研修会ではリハビリテーションに関連する項⽬を中⼼に診療報酬、介護報酬改定の傾向と対策をご説明致します。理学療法⼠
ならびに運営に携わるご担当者さまにとって⽋かせない内容となっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご参加頂きますようご案内申し上げます。
【⽇時】平成 30 年 3 ⽉ 24 ⽇（⼟）10：00〜17：00（9：30、13:30 受付開始）

【場所】⻑崎県勤労福祉会館 2 階講堂（⻑崎市桜町 9-6）

【プログラム】①診療報酬改定に関して10：00〜13：00

厚⽣労働省担当者より診療報酬改定に関する説明、他

②介護報酬改定に関して14：00〜17：00

厚⽣労働省担当者より介護報酬改定に関する説明、他

※介護報酬改定に関しては 2 ⽉ 24 ⽇、診療報酬改定に関しては 3 ⽉ 17 ⽇に東京で開催の⽇本理学療法⼠連盟・協会共催の研修会動画になります。
【定員】1 施設2〜3 名でお願いします

【参加費】会員：2,000 円、⾮会員：5,000 円

【申し込み】件名を「3.24 診療報酬・介護報酬研修会」とし、①所属、②所在地、③⽒名、④連絡先（携帯電話）⑤「午前」
、
「午後」
、
「終⽇」いず
れの参加を希望かを記載のうえ下記アドレスまでメールにてお願い致します。
介護⽼⼈保健施設にしきの⾥ 飯野 朋彦 TEL：095-845-2133

Email：iino@youi-med.com

[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。

⻑崎県理学療法⼠協会通信 2018 年 2 ⽉号 2 枚⽬／2 枚
◆平成 29 年度 学術資料部 DVD 貸出案内

学術局⻑：浦川純⼆ 学術資料部：本⽥有⼀

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

No.139

第１回学術研修会 「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〜」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・上⽥法国際 インストラクター 勝浪省三 先⽣

No.140

第2 回学術研修会 テーマ：内部障害の理学療法「糖尿病に対する理学療法」、「呼吸疾患に対する理学療法」
塩塚順先⽣ 虹ヶ丘病院

⻑崎県理学療法⼠協会 会⻑、⽥中貴⼦先⽣ ⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 助教

NO.141 第29 回⻑崎県理学療法学術⼤会

（撮影予定）

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
※ 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。(右のQR コードからもご確認いただけます。)

◆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2⽉勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）
⽇時：平成30 年2 ⽉22⽇（⽊） 19 時

場所：宮崎病院 B 棟4 階リハビリ室

テーマ：認知神経リハビリテーションを実践しよう！PartⅩ
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
・⼀般社団法⼈⻑崎県作業療法⼠会より【第 25 回⻑崎県作業療法学会および公開講座】のお知らせ
⽇時：平成30 年 2 ⽉10 ⽇(⼟)・2 ⽉11 ⽇(⽇)

会場：⻑崎ウエスレヤン⼤学 ⻄⼭ホール

たくさんのご来場をお待ちしています。公開講座は⼊場無料・事前予約の必要はありません。
（※学会参加は他職種1,000 円です。
）
2 ⽉10 ⽇（⼟） 14:40〜16:10「地域包括ケアから地域共⽣社会へ〜そこで暮らす⼈たちのために私たちができること〜」
地域で⼦どもから⾼齢者まで全世代にかかわる作業療法⼠の取り組みを紹介します。
講師：⾼森 聖⼈（⼤分県作業療法協会会⻑）
2 ⽉11 ⽇（⽇） 13:10〜14:40「笑いで介護の現場は楽しくなる！」
介護・医療職だから⽣み出せる「笑い」
、
「⽣きがい」とは？コミュニケーションが増えるヒントとは？
講師：⽯⽥ ⻯⽣（⽇本介護エンターテイメント協会代表、元よしもと芸⼈、作業療法⼠）
【問い合わせ】菅整形外科病院 作業療法⼠ 中⼭ 電話：0957-23-2388

E-mail:info-gakkai@nagasaki-ot.com

学会HP：http://www.nagasaki-ot.com/gakkai/

・第 2 回⻑崎がん看護・リハビリテーションマネジメント研究会
研究会ホームページ：http://www2.am.nagasaki-u.ac.jp/cancer_ns_rehabilitation/
⽇時：平成30 年3 ⽉31 ⽇（⼟） 14：00〜16：20

会場：⻑崎⼤学医学部保健学科 101 講義室

参加費：無料

プログラム：
14：10〜15：00

特別講演「がん性疼痛に対するチームアプローチ －すべての医療従事者が基本的な緩和ケアを⾝につける－」
講師 ⽯井 浩⼆ 先⽣（⻑崎⼤学病院 ⿇酔科／緩和ケアチーム） 座⻑ 澤井 照光 先⽣（⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科）

15：05〜15：25

活動報告「がんに対する看護・リハビリテーションマネジメントの研究教育拠点形成事業」
報告者 中野 治郎（⻑崎⼤学医学部保健学科）

15：20〜16：30 研究発表（5〜6 演題程度を予定）

メールアドレスのQR コード

参加申込：下記の連絡先に⽒名，所属，職業，参加⼈数を御連絡ください．当⽇参加も可能です．
E-mail: nagasaki.cancer.ns.reha@gmail.com

以上

