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 5 月号
発
行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成 30 年 5 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。
＊FAX 通信は６⽉号で廃⽌、７⽉より WEB 版へ完全移⾏します＊ JPTA マイページより PC アドレスの登録にご協⼒ください。
◆地区活動・研修会のお知らせ
・島原雲仙地区研修会

地区代表：野⼝ 浩孝

⽇時：平成３０年 ５⽉２４⽇（⽊）午後７：００〜
内容：１.症例検討会（２症例）

場所：
（医社）威光会 松岡病院 リハビリ室

２.歩⾏訓練機器「Honda 歩⾏アシスト」の機能説明と装着体験

講師：出⽻ 亜由美様

※勉強会終了後、歓迎会を予定 ※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 直通）

◆福祉部よりお知らせ

担当：本⽥憲⼀

・第１8 回⻑崎県障害者スポーツ⼤会⽀援活動 協⼒スタッフ募集

※申込締切5 ⽉14 ⽇（⽉）

⽇時：平成30 年5 ⽉27 ⽇（⽇） 午前9：00 〜 午後4：00 活動内容：医務班として、ストレッチ・マッサージ・コンディショニングなど
場所：トランスコスモススタジアム⻑崎（諫早市宇都町） ⻑崎東公園コミュニティプール（⻑崎市⼾⽯町）
申し込み・問い合わせ先：⻑崎リハビリテーション病院

◆学術部よりお知らせ

本⽥憲⼀

ＦＡＸ：095－818－3454

(公社)⻑崎県理学療法⼠協会主催 H30 年度 第1 回 学術研修会

テーマ：
「脳卒中⽚⿇痺患者の理学療法（⼊⾨編）
」〜評価・アプローチの基本編〜（仮）
講師：笹原順哉 先⽣

E-mail：happy-reha@zeshinkai.or.jp

⻑崎北病院 神経系専⾨理学療法⼠ / 宮内利喜 先⽣

⽇時:平成30 年6 ⽉23 ⽇（⼟） 14：00 〜 17：20 (受付：13：30〜)

締切：H30 年6 ⽉9 ⽇(⼟)

会場：シーハット⼤村 第3 会議室

宮崎病院

定員：70 名

脳卒中認定理学療法⼠

参加費：会員2000 円

⾮会員 5000 円

学⽣ 500 円

取得ポイント・単位: 神経理学療法専⾨分野10pt：a.認定理学療法⼠(脳卒中)e.専⾨理学療法⼠ / 新⼈プログラム：C-1 神経系疾患の理学療法
申込み⽅法：事前申込み必須。①会員番号(会員・⾮会員・学⽣)、②⽒名（カナ）
、③⽣年⽉⽇、④勤務先名称、⑤電話連絡先⑥懇親会参加の有無、
⑦PC メールアドレス（個⼈・共有）
：講師資料PDF を添付可能なPC メールアドレスを記⼊し、下記の問合せ先にお申し込みください。
※会員の⽅は、当⽇「会員カード」を必ずご持参ください。※参加受付は上記①〜⑦の全情報記⼊をお願いしております。※⑦PC メールアドレス記
⼊後に個⼈アドレスor 共有アドレスの記載をお願いします。※１週間以内に返信がない場合は、再度確認のメールをお願いします。
駐⾞場：指定あり(無料)

懇親会：⼤村駅周辺4000 円程度。 問合せ先：姉川病院 藏本悠也 E-mail：npta_kensyuu_kousyuukai@yahoo.co.jp

◆健康増進部よりお知らせ

担 当 理事：重松康志 、⼤⽯勝規

・アスレティックトレーナー⻑崎県協議会 平成30年度 第1回研修会

申込締め切り： 平成30年5⽉31⽇
（⽊）

（公社）⻑崎県理学療法⼠協会は、
（公社）⽇本理学療法⼠協会スポーツ⽀援推進執⾏委員会、
「アスレティックトレーナ―⻑崎県協議会」と⼀部協⼒
体制を持ち、スポーツ理学療法推進事業に関わる理学療法⼠の育成と⼈材確保の体制作りに⼒を⼊れております。会員の皆様の積極的なご参加をお願
いいたします。

⼤⽯勝規 理事（スポーツ理学療法推進事業⻑崎県運営担当者）
・重松康志 理事（健康増進部担当理事）

テーマ：⾻軟部腫瘍の診断と治療 -最新の知⾒- 講師：宮⽥倫明⽒（虹ヶ丘病院整形外科医師）
、⽯井 瞬⽒（⻑崎⼤学リハビリテーション部、PT）
⽇時：平成30 年6 ⽉9 ⽇（⼟曜） 17 時30 分-19 時30 分

場所：⻑崎⼤学病院 第1 会議室（中央診療棟2 階）

参加費：2000 円 対象：トレーナー、理学療法⼠、柔道整復師、鍼灸師、スポーツ指導者など
申し込み先：アスレティックトレーナー⻑崎県協議会

下迫淳平

定員：50 名

E-mail: shimosako0219@gmail.com

・平成30 年度⻑崎県⾼等学校総合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
⽇時：平成30 年6 ⽉2 ⽇，3 ⽇，4 ⽇，5 ⽇，7 ⽇，8 ⽇

FAX : 095-894-5101

申込締め切り：平成30 年5 ⽉28 ⽇（⽉）

会場：佐世保市、平⼾市、諫早市

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
・⻑崎県サッカー協会医学委員会 スポーツ医学セミナー
⽇時：平成30 年5 ⽉17 ⽇（⽊） 19：30〜21：00

会場：良順会館

参加費：500 円 事前申し込み：不要

内容：
「⼀次救命処置」 辻⽥ 俊也 先⽣（⻑崎百合野病院 ⿇酔科） 問合せ先：⻑崎県サッカー協会医学委員会 北﨑 学（kitasaki@gmail.com）

⻑崎県理学療法⼠協会通信５⽉号（２/2 枚⽬）
・⻑崎県サッカー協会医学委員会主催 Trainerʼs Seminar 第5 期⽣募集のお知らせ

申込期間：５⽉１⽇〜7 ⽉31 ⽇(定員になり次第締切)

⻑崎県内のサッカー現場で活動できるトレーナー育成すを⽬的としています．⻑崎県内サッカー選⼿のために活動したいという⽅を募集します！！
対象：右記①と②の条件を満たした⽅のみを募集いたします．
（⼥性⼤歓迎）①サッカー現場での活動に興味がある⽅②理学療法⼠
開催⽇：⽔曜か⽊曜⽇19:30〜21:30（全20 回）※初回は8 ⽉29 ⽇に開催 定員：10 名参加費：20,000 円（各回1000 円×20 回：初回に徴収
内容：トレーナーの役割と⼼得、サッカー現場でのトレーナー活動のルール、⼥性スポーツ医学、外傷に対する応急処置、各関節のテーピング、 各
関節の評価と治療およびケア⽅法、⼼肺蘇⽣法、サッカー選⼿に対するコンディショニング＆トレーニング、ウォーミングアップやクールダウン⽅法
講師：杉野伸治先⽣（THANKS 代表、元全⽇本バレートレーナー）/三浦遼平先⽣（貞松病院、鎮⻄学院⼥⼦サッカー部、⻑崎県国体サッカー⼥⼦ト
レーナー）
/⽵ノ内洋先⽣
（のりむらクリニック、
三菱重⼯⻑崎ラグビー部、
南⼭⾼校ラグビー部トレーナー）
/吉⽥⼤佑先⽣
（チカラ整形外科、
JASA-AT、
元V・ファーレン⻑崎トップチームトレーナー）/松本伸⼀先⽣（古川宮⽥整形外科内科、JASA-AT、⻑崎県国体サッカー少年トレーナー）/能由美先
⽣（motto Assist 代表、JASA-AT、⻑崎県国体バスケ成年・少年⼥⼦トレーナー）/上川哲朗先⽣（塚崎整形外科、JASA-AT、⻑崎県国体サッカー
成年チームトレーナー）/東知史先⽣（乗松整形外科、JASA-AT、三菱重⼯⻑崎サッカー部トレーナー）/嵜本光洋先⽣（愛野記念病院、⻑崎総合科学
⼤学附属⾼校サッカー部トレーナー）/⼭路達也先⽣（MyGYM 共同代表、⻑崎ドリームFC、海星⾼校ラグビー部）/北﨑学先⽣（いまむら整形外科
医院、⻑崎南⼭⾼校サッカー部トレーナー）/出⼝健多先⽣（チカラ整形外科、元V・ファーレン⻑崎U-18 トレーナー）
申込⽅法：①⽒名、②所属、③PT 経験年数、④E-mail アドレス（携帯不可）を明記のうえ、下記のE-mail アドレス宛にメールを送信してください．
申込先： daisuke.yoshida1023@gmail.com

チカラ整形外科 吉⽥⼤佑

場所：⻑崎市・諫早市を中⼼に開催

◆賛助会員、後援団体からのお知らせ
・市⺠公開講演会のお知らせ

※詳細は本会ホームページを参照ください。

テーマ：
「障害者差別解消法と社会の変化」市⺠の皆様と障害者差別のない街づくりを進めるために

伊東弘泰 先⽣

⽇時：平成30 年5 ⽉20 ⽇（⽇）13：30〜15：00 会場：⻑崎市障害福祉センター（もりまちハートセンター）3 階体育館
定員：400 名（当⽇先着順） ※⼿話通訳、要約筆記あり
⻑崎リハビリテーション病院 担当／磯本・吉野

参加無料

TEL.095-818-2002 FAX.095-821-1187 メールアドレス：yoshino@zeshinkai.or.jp

・⻑崎認知神経リハビリテーション研究会5 ⽉勉強会 ※要申込み（詳細はhttps://ncrnagasakicta.wixsite.com/nncr 参照）
⽇時：平成30 年5⽉24⽇（⽊）19 時〜２１時

場所：宮崎病院 B 棟4 階リハビリ室

テーマ：※下記①②のどちらかを選択してください。

①イントロダクションコース（初学者向け）
：認知神経リハビリテーション②アドバンスコース：整形外科疾患に対する認知神経リハビリテーション
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。
※必ずPC アドレス（携帯不可）を記載してください。資料配布の為。⻑崎認知神経リハビリテーション研究会 代表 宮⽥徳美（宮崎病院）
・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：5 ⽉10 ⽇（⽊）19:00〜20:30

資料実費 500 円

申込み：5/7 迄に電話・メール・ＦＡＸ

場所：もりまちハートセンター ５階パソコン室 内容：
「iOS アクセシビリティ、スイッチコントロールの活⽤」 諫早特別⽀援学校 ⻄村⼤介⽒
・リビング福祉セミナー ⽇時：5 ⽉26 ⽇（⼟）10:30〜12:00

参加費・資料実費300・500 円

申込み：5/23 迄に電話・メール・ＦＡＸ

場所：もりまちハートセンター ５階会議室 内容：
「難病と共に⽣活していくために〜膠原病友の会の紹介と活動〜」膠原病患者友の会 奥村友揮⽒
・⻑崎上⽥法勉強会

共催講習会「CAMR(医療的リハビリテーションのための状況的アプローチ)」認定講習会のご案内

「CAMR(カムル)」はContextual Approach for Medical Rehabilitation の略語であり、これまで理学療法⼠・作業療法⼠が学校で習ってきた「運動
システムの⾒⽅」や「運動問題の解決⽅法」とは異なった視点、「システム論」の⽴場からそれらを理解しなおします。
⽇時：2018 年6 ⽉2 ⽇（⼟）13:30（13:00〜受付）〜6 ⽉3 ⽇（⽇）9:00〜15:30（8:30〜受付）
対象：PT,OT

募集⼈数：30 ⼈

受講費：7,000 円

場所：こころ医療福祉専⾨学校

※詳細は「CAMR」HP（http://www.rehacamr.com/custom604.html）参照

申込み：oyazin@outlook.jp までメールにて。題名に「CAMR 申込み」、本⽂に「⽒名、職種、経験年数、職場、職場住所」を記⼊してください。
・Nagasaki Orthopaedic &amp; Sports Physical Therapy(NOSPT) 第10 回研修会のご案内
テーマ：
「今さら聞けない解剖学上肢編」

講師：町⽥志樹 先⽣(学校法⼈敬⼼学園臨床福祉専⾨学校)

⽇時：平成30 年6 ⽉24 ⽇(⽇) 10:30〜15:00（10:15 受付開始）

場所：⻑崎TMS センター会議室（⻑崎県諫早市久⼭町1910）

参加費：NOSPT 会員1000 円（学⽣会員500 円） ⾮会員5000 円（学⽣⾮会員2500 円）
申込先：https://nospt-hp.wixsite.com/nospt（5 ⽉13 ⽇よりお申込み開始）*事前申し込みをされた⽅は昼⾷をご⽤意致します。
問合せ先：NOSPT 事務局 (nospt.info@gmail.com) （NOSPT のホームページがリニューアルしました！）

以上

