
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。 

  
 

＊FAX通信は今号で廃止、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。    

◆事務局より公募のお知らせ                                    事務局長：小無田彰仁     

・長崎市住宅改修指定事業における住宅改修指導員について                                  

例年、長崎市すこやか支援課より依頼の住宅改修指導員を、推薦規定に則り推薦してきました。昨年の実活動９名と少ない状況から、実際に活動が行

える会員の推薦をと再度の依頼があり、このたび公募させていただくこととなりました。参画希望の方は、上記事務局アドレスまでお知らせください。 

住宅改修指導員：住宅改修を希望する世帯に対して、高齢者の在宅生活の質の向上を図るため、当該住宅の改修に関する相談、助言及び指導を行う 

本会の推薦基準：臨床経験７年以上の新プロ修了者・推進リーダー取得者・協会活動に積極的関与・地区代表推薦・理事会承認 

◆地区活動・研修会のお知らせ                                                 

・第1回県北地区研修会                                                      地区代表：村上和彦 

日時：平成 30年6月16日(土) 16時～17時半    

会場：特別養護老人ホーム たけんの 地域交流スペース（住所：佐世保市岳野町 107番地1 TEL：0956-49-2020） 

テーマ：理学療法士に必要な接遇・マナーについて        講師：医療法人愛健会 愛健医院 リハビリテーション部 村上和彦 

※初めて利用する会場です。愛健医院から車で5分ほどのところにある施設です。わからない場合は、申し込みの際に御案内します。 

申し込み先：愛健医院・村上和彦  （aikenriha@yahoo.co.jp）  

研修会の企画主旨：新人の方はもちろん、経験の多い方も初心に戻る意味も含め、私自身が今まで研修を受けた内容、実践している内容を踏まえ講義

をさせて頂きたいと思います。技術面だけでなく、人間磨きも必要なご時世かと思いますので、中堅・ベテランの方も出席して頂ければと思います。 

・諌早地区 第１回研修会開催のお知らせのお知らせ                                  地区代表：秀嶋敏和   

日時：平成30年6月25日（月） 19：00 ～ 20：30          場所：宮崎病院 リハビリ室 

内容：「褥瘡とポジショニング ～実技・応用編～」        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、資料および実技の準備がありますので、6/15（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 

・第1回大村東彼地区理学療法研修会のお知らせ                                   地区代表：山下 均  

内容：「脳卒中肩関節に対する肩装具・エアスプリントを用いた積極的装具療法の提案」※当日は肩装具・エアスプリントを用いた実技を行います。 

日程：平成30年7月21日（土）  時間：13時30分～16時40分（13時15分より受付開始） 場所：大村市中央公民館 第1会議室 

講師：高木治雄（貞松病院,理学療法士,生活環境支援分野専門理学療法士）   参加費：無料    定員：40名 

※本研修会では日本理学療法士協会新人教育プログラム「C-5地域リハビリテーション（生活環境支援含む）」1単位、日本理学療法士協会認定「生活

環境支援理学療法専門分野」10ポイントが取得できます。 

お問い合わせ・申込み先：貞松病院理学療法士 佐藤圭 sato.kei09125@gmail.com 

参加希望の方は件名に「第1回大村東彼地区理学療法研修会」と記入し①氏名②所属③職種を記載の上、上記アドレスまでご連絡下さい。 

申し込みはPCアドレスにてお願いいたします。定員に達し次第、キャンセル待ち対応となります。 

◆学術局よりお知らせ                                                                    担当理事：浦川純二                               

・ (公社)長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）【参加費】会員2000円  ⾮会員5000円  学生500円 

【講  師】笹原順哉先生  長崎北病院 神経系専門理学療法士 ／ 宮内利喜先生  宮崎病院  脳卒中認定理学療法士 

【日  時】平成30年6月23日（土）14：00～17：20 (受付：13：30～） 【会 場】シーハット大村 第3会議室【定 員】：70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。 

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 

長崎県理学療法士協会通信 最終号   
発  行：公益社団法人 長崎県理学療法士協会 (平成30年6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。  
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【申込み方法】 事前申込み必須。締切：H30年6月9日(土) 

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・

共有のものか？）をすべて記入し、下記の問い合わせ先にお申込みください。 

※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】指定駐車場あり(無料) 

【懇親会】大村駅周辺 4000円程度。時間：未定 

【問い合わせ先】姉川病院 リハビリテーション科 藏本悠也  E-mail：npta_kensyuu_kousyuukai@yahoo.co.jp 

・(公社)長崎県理学療法士協会主催 H30年度 第1回 理学療法士講習会（基本編技術）                                

【テーマ】「スポーツの理学療法」～予防とコンディショニング技術～ 【参加費】会員3000円  ⾮会員10000円  学生500円 【定員】：50名 

【講 師】大石 勝規 先生 和仁会病院 スポーツ認定理学療法士 日本体育協会公認アスレティックトレーナー 

【日 時】平成30年8月19日（日）10：00 ～ 17：00  (受付：9：30～)【場 所】長崎医療技術専門学校（長崎市愛宕1丁目36-59） 

【講義内容】スポーツ理学療法技術編として各種検査測定・動作分析等、評価の理解と技術、スポーツに起因する外傷の予防やコンディショニングの 

評価と治療について実技と講義にて解説していく。 

【取得ポイント】 ※会員の方は「会員カード」を必ずご持参ください。 

運動器理学療法専門分野20pt：c.認定理学療法士(スポーツ理学療法)e.専門理学療法士   新人教育プログラム：C-2運動器疾患の理学療法  

【申し込み方法】 事前申込み必須。締切：8 月4日(土) 日本理学療法士協会HPのマイページから参加申込み。セミナー番号16530 

ログインできない方：①会員番号②氏名（フリガナ）③生年月日、④勤務先名称、⑤連絡先⑥メールアドレス(PCのみ)⑦経験年数を問い合わせまで 

【駐車場】指定駐車場あり（無料） 

【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 

◆健康増進部よりお知らせ                                      担当理事：重松康志                             

・全国高等学校野球選手権（長崎大会）のサポートスタッフ公募                    公募締切：平成30年6月29日（金） 

活動内容：ベンチ入り全選手へのクーリングダウンやコンディショニング，応急処置など 

日時：平成30年7月6日（金）～7月22日（日）※雨天によって変更あり 会場：ビックＮ球場、佐世保球場 （準決勝以降はビックN球場） 

問い合わせ先：長崎：樋口隆志（こころ医療福祉専門学校 TEL：095-846-5561）  佐世保：山口祐司（三川内病院 TEL：0956-30-011） 

※昨年同様全試合対応します。ご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

・長崎県サッカー協会医学委員会主催 Trainer’s Seminar第5期生募集のお知らせ    勉強会の時間は19：30～21：30                   

本セミナーは、長崎県内のサッカー現場で活動できるトレーナーを育成することを目的としています．年間を通してトレーナーに必要な知識・技術を

学んでいきます． 長崎県内のサッカー選手のために活動したいという方を募集いたします！！ 

＜対象＞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 

【定員】10名 【参加費】20,000円（各回1000円×20回：初回に徴収いたします）【申込期間】5月1日～7月31日(定員になり次第締切)    

【日程】第1回：8月29日(水)トレーナーの役割と心得＠チカラ整形外科(諫早)／第2回：9月12日(水)足関節捻挫の評価から復帰まで＠チカラ

整形外科(諫早)／第3回：9月26日(水)足関節のテーピング＠いまむら整形外科(長崎)／第4回：10月10日(水)オスグッド病の評価から復帰まで

＠チカラ整形外科(諫早)／第5回：10月24日(水)膝関節のテーピング＠いまむら整形外科(長崎)／第6回：11月14日(水)足関節・膝関節のテー

ピングまとめ＠いまむら整形外科(長崎)／第7回：11月29日(木)鼠径部痛症候群の評価から復帰まで＠古川宮田整形外科内科(長崎)／第8回：12

月12日(水)肉離れの評価から復帰まで＠チカラ整形外科(諫早)／第9回：1月24日(木)腰椎分離症の評価から復帰まで＠古川宮田整形外科内科(長

崎)／第10回：2月6日(水)女性選手に起こる特徴的な問題とその対策＠いまむら整形外科(長崎)／第11回：2月21日(木)サッカー現場での外傷

に対する応急処置＠塚崎整形外科(長崎)／第12回：3月14日(木)サッカー選手のウォーミングアップとクーリングダウン＠乗松整形外科(長崎)／

13回：未定 サッカー選手のトレーニング～ベーシック編～@MyGYM(長崎)／14回：未定 トレーナーが知っておくべきサッカーのルールと遠征

時の役割@愛野記念病院(雲仙)／15回：未定 サッカー選手のトレーニング～プライオメトリクス～＠花田体育館(長崎)／6回：未定 心肺蘇生法

＠未定／17回：未定 サッカー選手のトレーニング～Functional Training～＠MyGYM(長崎)／18回：未定 サッカーのピリオダイゼーション@チ

カラ整形外科(諫早)／19回：未定 テーピング試験対策＠いまむら整形外科(長崎)／20回：未定 テーピング試験＠チカラ整形外科(諫早) 

【申込先】チカラ整形外科 吉田大佑 daisuke.yoshida1023@gmail.com 

 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、上記のE-mailアドレス宛にメールを送信してください． 
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◆賛助会員、後援団体からのお知らせ                                                

・NOSPT より 「第10回NOSPT研修会」と学術計画について                                                   

・第10回NOSPT研修会  日時：平成30年6月24日（日）午前：10時～11時30分、午後：13時～15時  

場所：長崎TMSセンター会議室（山下医科器械株式会社内） 

題名：「いまさら聞けない解剖学～上肢編～」  

講師：町田志樹（学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校） 対象：理学療法士、理学療法士学生など 

【会員勉強会】  

＜第1回勉強会＞  日時：平成30年7月19日(木)19:30～21:00              場所：いまむら整形外科医院（４F） 

内容「ラケット競技選手の上肢の評価とリハビリテーション」   講師：堀 泰輔（いまむら整形外科） 

＜第2回勉強会＞ 日時：平成30年9月20日(木)19:30～21:00               場所：貞松病院（1階） 

内容「オーバーヘッドスポーツ選手に対する運動療法のポイント 講師：濱田孝喜（貞松病院） 

＜第3回勉強会＞ 日時：平成30年10月25日(木) 19:30～21:00             場所：いまむら整形外科医院（４F） 

内容「膝関節疾患と臨床評価」                      講師：樋口隆志（こころ医療福祉専門学校） 

＜第4回勉強会＞  日時：平成31年2月 13日(水)19:30～21:00               場所：チカラ整形外科 

内容「サッカー選手の身体のみかた、治し方」            講師：吉田大佑（チカラ整形外科） 

【講習会】 

＜第1回講習会＞ 日時：平成30年8月18日(土) 18:00～20:00           場所：塚崎整形外科クリニック 

内容「リアライン コンセプト」                   講師：NOSPT理事 

＜第2回講習会＞ 日時：平成30年11月10日（土）18：00～20：00         場所：貞松病院 

内容「臨床での具体的な研究計画から海外学会発表まで」      講師：伊藤一也（広島国際大学大学院） 

＜第3回講習会＞ 日時：平成31年1月26日(土)18:00～20:00            場所：良順会館 

内容「仙腸関節の解剖学と評価」                   講師：西 啓太（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科） 

・徒手理学療法国際講習会触診コース（本部主催）のご案内                                       

JAOMPT九州支部にて触診講習会を開催します。触診能力は徒手療法のみならず臨床では評価と治療を行う上で重要です。正確な触診は、評価の信

頼性を高め、1つの治療指針となります。この触診講習会は、OMPT（K-E）国際コースの習得単位となっております。 

受講予定の先生は必須講習となりますので必ず受講頂きますよう御願いします。また実技中心になりますので、触診しやすい服装でお願いします。 

【テーマ】 ②上部体幹の触診    【講 師】 林 寛：彦根中央病院 OMPT、河元 岩男：麻生リハビリテーション大学校 OMPT 

【日 時】 ② 2018年9月 1日(土) 14：30～18：30 (14:00受付開始)  2日(日) 9：00～12：00 13：00～16：30※ １日のみの参加も可能 

【場 所】麻生リハビリテーション大学校 （福岡市博多区東比恵3-2-1電話 080-3187-9366）  【定 員】40 名 

【参加費】日本運動器徒手理学療法会員：10,000円・⾮会員：11,000円 

【申し込み】https://form.os7.biz/f/87f1247e/ からお申込みください。 締め切りは②8月24日(金)となっております。  

【お問い合わせ】事務局：八尋整形外科 木下祐樹 yahiro_reha@yahoo.co.jp 

・専門・認定理学療法士(都道府県士会主催の講習会・研修会)ポイント認定  平成30 年度第1回 管理者教育研修会のご案内 

日時：平成30年7月21日（土） 9：00 ～ 16：20（8：30～受付開始） 場所：医療法人桜十字 桜十字病院 講義室 

テーマ・講師： 「グループ・ダイナミックス」吉田道雄 先生（熊本大学 名誉教授・シニア教授） 

「コミュニケーションを生かした組織運営」松本 泉 先生（学校法人青照学舎 法人運営機構改革室主任） 

「リハ関連職種の歴史的背景・今後の展望」小川克己 先生（参議院議員） 

対象：公益社団法人日本理学療法士協会会員並びに医療専門職種   定員：30名(定員になり次第，締め切らせていただきます) 

参加費：会員6,000円 ⾮会員10,000円 

申し込み：(公社)熊本県理学療法士協会ホームページより申込みいただけます。 募集期間 平成30 年5 月21日(月)～6 月30 日(土) 

お問合わせ 十善病院 リハビリテーション科 牛嶋康介  mail：kanri01stage@yahoo.co.jp 

お申し込み後の連絡等は全てE-mailにて行います。必ずyahoo.co.jpからのメール受信が出来るよう設定をお願いします。 

                                                              以上                                                                                                                        


