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［プラトー(plateau)］
“What may be your final limitations?”「セラピストの限界は何ですか？」
ベルタボバースの中枢神経疾患に対する評価チャートの最終項目にある言葉である。私は、若い
頃にこの言葉に出会い、それを PT としての座右の銘としてきた。プラトー(plateau)は心理学用
語のひとつであるが、リハビリテーション医療界でもしばしば使用される。医療者にとっては治
療予測のひとつにすぎない何気ない臨床上の言葉かもしれないが、患者さんにとっては自分自身
の治療に対する限界域の最終宣告ともいえる。人間には誰でも「死」という最終限界域がある。
いにしえ
そしてそれは医学における最終限界域でもある。しかし、人々は 古 の時から自らの可能性に挑
しか
戦しその限界を打ち破り発展してきた。それは医学でも爾りである。私たち理学療法士が社会に
対して理学療法を提供するかたちはさまざまであるが、どのようなかたちであれ、そのゴールは
可能性の域を超えることはない。理学療法の対象者が「ひと」である限り、自らの限界への挑戦
は続けなければならない。プラトーという言葉は自分自身の限界でもあるのだから。
副会長 小嶺 衛 (ロクト整形外科クリニック)
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TEL＆FAX：098-930-5023

会員の皆様に「認定・専門理学療法士」をより身近に、そして目指す目標として意識してもらえるよ
うに認定理学療法士・専門理学療法士の会員へインタビューを行いました。
今回はちゅうざん病院に勤務している兼島信也会員です。突然の依頼にも快くインタビューを受けて
頂きました。
「口下手だけど」と本人はおっしゃいますが、理学療法への熱意をとても感じることができ
ました。兼島信也さん、ありがとうございました。
（インタビュー：事務局 城間）
［パーソナルデータ］

兼島 信也（カネシマ

シンヤ） 38 歳 沖縄市出身
勤務先：ちゅうざん病院
専門種：運動器
趣味：スポーツ全般・バレーボール・打ち上げ
座右の銘：
「There is always better way.」Thomas Alva Edison
「より優れたやり方は必ずある・今よりもっとよい方法がある」
トーマス・エジソン

平成 24 年 10 月

岐阜国体にて

［インタビュー］
Q．理学療法士を目指したのは？
高校を卒業してからリハに興味があり、リハ助手をしてみて「この仕事いいな」と思って。
Q．理学療法士になったのは？
沖縄リハビリテーション福祉学院を卒業し、平成 10 年に理学療法士免許を取得しました。その後、浦添
総合病院、ロクト整形外科に勤務し、現在のちゅうざん病院に至ります。今年で 16 年目を迎えます。
Q．専門理学療法士を目指したきっかけは？
正直いって「なんとなく。
」 その頃は漠然としていました。
Q．専門理学療法士になるまで。（苦労したことなど）
平成 22 年に認定された。今まで行ってきた研究発表や研修会参加などで、たまたま基準に達していたの
で特別大変なことはなかった。はじめは｢なんで研究なんかするのだろう？｣と思っていましたが、研究
を通して自分のやってきたことを客観的に考えるきっかけになり、臨床に活かせるようになってきた。
Q．専門理学療法士になって良かったこと。現在、活躍できる環境は？
現在運動器、特にスポーツの分野で帯同（国体本部トレーナー・日本体育協会公認アスレティックトレ
ーナー）などを行っている。
Q．これからの目標は？
ゴッドハンドになれるほどのセンスがないので、職人になれ
るようがんばります！
Q．これから専門理学療法士を目指す会員へ。
専門・認定理学療法士はゴールではなくただの通過点で、自
左から薬剤師・ドクター・トレーナー兼島
分のやってきたことの証、その確認だと思います。より優れ
たやり方は必ずあるので、留まることなく患者さんのために少しずつでも前進していきましょう。
認定・専門理学療法士制度
新人教育プログラム修了者を対象に、自らの専門性を高め、良質なサービスを提供する臨床能力を備え、理学療
法の学問的発展に寄与する研究能力を高めていくことを目的としています。
新人教育プログラム修了者は７部会（基礎理学療法、神経理学療法、運動器理学療法、内部障害理学療法、生活
環境支援理学療法、物理療法、教育・管理理学療法）のいずれかひとつ以上の部会に登録し、認定理学療法士・
専門理学療法士を目指します。詳しくは→http://www.japanpt.or.jp/04_for_pt/system.html
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ライフスタイルイノベーションフォーラム（健康介護現場のシーズ
を中心に）参加報告
琉球リハビリテーション学院

教員

与那嶺司

２月２７日に那覇市小禄の沖縄産業支援センターで「ライフスタイ
ルイノベーション・フォーラム」という沖縄県の産業の発展を考える
と言うフォーラム（公開展示討論会）が開催されました。主催は沖縄
県と株式会社沖縄 TLO という会社でしたが、この会社とフォーラムの
詳細については、私と同様に講師として呼ばれた北井 PT が、ご自身のブログで紹介していますので、そちら
を覗いてみたほうがよろしいかと思います。
県士会会員の山内 PT の誘いで沖縄 TLO の方々が、昨年の沖縄県理学療法学会に来てポスター発表などを見
学し、その縁で、このフォーラムで話をする事になったという訳です。実際のところ、私と北井 PT はおまけ
のような立場で健康介護現場のニーズを紹介する役割でしたが、結果的には私自身が、大変貴重な経験をする
事になりました。
学術部門のシーズ（種）を応用した新製品の開発例を全国から集めて紹介しておりましたが、認知症介護の
ニーズを拾って新しい認知症用のゲームを開発している岡山県倉敷市の Smile Factory という会社の難波さん
の名刺が感動モノでした。普通の名刺サイズなのに折り紙のように開いていくことが出来、いつの間にか 3
面くらいの紙面が展開できているという優れものでした。プレゼンとポスターでは、岡山県内の私立大学の作
業療法学科との連携で開発した、驚くほど多種の認知症用レクレーション用具が紹介されていました。
ニーズのプレゼンの最初は、仙台市の高齢者避難システムの紹介で、非常に良くできたシステムでしたが、
実際には携帯電話での連絡ネットワークだったため、高齢者の携
帯電話嫌いにまでは、配慮できていない感じでした。質問してみ
たところ、実際に携帯電話をきちんと利用してシステムが有効に
活用できる状態になっている方は、全体の半分くらいしか居なか
ったので、むしろ高齢者にいかに携帯電話を使ってもらうかとい
う問題の解決が先な気がしました。他にも川村義肢製作所の川村
社長の話など、多種多様な領域の人たちの話を聞くことが出来、
かなり刺激を受けることができました。
山内 PT がこの会社を踏み台にしてどのような展開をしていく
のか未知数ですが、理学療法士がより広い領域で社会に貢献でき
るようになる第一歩にはなるかもしれません。少なくともきっか
けの一つ、扉を開けたくらいにはなっていますね。ちなみにです
が、沖縄 TLO の常務取締役が、二十数年ぶりに再会した、アパー
トの隣の住人だったのには驚きでしたね。色んな意味で橋渡しを
してくれた山内 PT には感謝です。

宮古ブロック理学療法研修会（トピックス）に参加して

「呼吸リハビリテーション・評価から実際」
比嘉優子先生

「生活環境支援・在宅リハビリ」金城良和先生
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宮古島徳洲会病院
篠 実希
今回の研修会では、比嘉優子先生から呼吸リハビリテーション、金城良和先生から地域リハビリテーション
の講義を受けさせて頂きました。
比嘉先生は実習を交えた講義を面白おかしく説明してくださり、忘れてしまいがちな内容も心に深く刻まれ、
早速実践してみたいという気持ちになりました。また、金城先生の講義内容は、新しく介護の職場に飛び込ん
だ私にとって、今後しっかり学ばねばならない領域だと思いました。
やはり本を読むより、実際の講義・実習のほうが分かりやすく実感がわきます。今後もこのような機会を逃
さず、自分の糧にしていきたいと思います。そして遠くまで来てくださった先生方に感謝申し上げます。あり
がとうございました。

理事会報告
※ 本誌頁数増加に伴い、理事会議事録を今月号から理事会報告とします。詳細については今後、ホームペー
ジに掲載する予定ですのでしばらくお待ちください。それまでの期間は事務所までお問合せください。

［平成 25 年度第 1 回 理事会］
日 時：平成 25 年 4 月 10 日（水）
19：00～21:30
場 所：翔南病院 会議室 （〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 3-14-28）
［審議事項］
第１号議案
入会の承認に関する件（事務局）
【入会申請者】
申請用紙からの申請…0 件 ②HP からの申請…9 件
計9件
【会員動向】平成 25 年 4 月 10 日現在
会員数：1248 名
施設所属会員数：1147 名
議案内容
自宅会員数 101 名
会員所属施設数：225 施設
［期間会員動向］平成 25 年 3 月 13 日～4 月 10 日
異動：37 名（県内：17 名 他都道府県→県内：15 名 県内→他都道府県 5 名）
休会：34 名
退会： 3 名
復会：8 名
全会一致で承認。
審議結果
担当局：事務局
担当部：総務部
第 2 号議案
平成 25・26 年度組織編制について（池城会長）
平成 25・26 年度(公社)沖縄県理学療法士協会事業を遂行する目的として新組織編制の
議案内容
承認をお願いする。
軽微な修正により全会一致で可
審議結果
担当局：
担当部：
第 3 号議案
平成２４年度功労賞について（小嶺表彰委員長）
平成２４年度功労賞受賞者の選定について
平成２４年度、当協会会員で理学療法分野に関しての尽力や功績などのあった者につ
いて功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。
議案内容
※理事は該当外
尚、功労者は平成２５年度前期総会で表彰する予定です。
２名を推挙
審議結果
担当局：事務局
担当部：総務部
第 4 号議案
平成 25 年度第 1 回定時総会の開催日時と場所について（事務局総務部）
定款第 3 章第 14 条及び 16 条に則り総会を開催する予定である。計画を立案するにあ
議案内容
たり、日時・場所について審議していただきたい。
また、同時開催の研修会等についてご意見があれば提案いただきたい。
平成 25 年 6 月 15 日（土）18：30～てだこホール（市民交流室）
全会一致で承認された。研修は調整する。
審議結果
担当局：事務局
担当部：総務部
第 5 号議案
委嘱状交付式開催について（事務局総務部）
平成 25 年 26 年役員改選に伴い、新役員へ委嘱状を交付する。委嘱状交付式の日程、
議案内容
場所について審議していただきたい。
平成 25 年 4 月 27 日（土）21:00 頃から（オリエンテーション終了後）
審議結果
全会一致で承認。
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第 6 号議案
議案内容

審議結果

第 7 号議案
議案内容
審議結果
第 8 号議案
議案内容

審議結果
第 9 号議案
議案内容
審議結果
第 10 号議案
議案内容

審議結果
第 11 号議案
議案内容
審議結果

担当局：事務局
担当部：総務部
第６回言語リハビリ交流のつどいイン沖縄のスタッフ派遣について（事務局総務部）
第 6 回言語リハビリ交流のつどい開催にあたり、スタッフ派遣について依頼があった。
スタッフ派遣については名称後援とともに前年度理事会にて承認を得ている。今回は
スタッフ派遣方法と担当局の選定について審議していただきたい。
派遣方法についてはボランティアではなく、会員の派遣とし、全会一致で承認。社会
職能局玉城局長、地域・厚生担当立津理事を選定。
日時：平成 25 年 6 月 8 日（土）・9 日（日）
場所：ラグナガーデンホテル・沖縄コンベンションセンター会議棟
担当局：社会職能局
担当部：
第 4 回訪問リハ・地域リーダー養成会議について（社会職能局訪問リハ推進部）
訪問リハビリテーション進行委員会より、第 4 回訪問リハ・地域リーダー養成会議に
ついて案内が届いています。会議への参加についてご検討宜しくお願い致します。
全会一致で承認。代表者は訪問リハ推進部 部長の桑江睦子会員を選出
担当局：社会職能局
担当部：訪問リハ推進部
第２５回九州身体障害者水泳選手権大会の後援依頼について（事務局総務部）
第２５回九州身体障害者水泳選手権大会実行委員会より、後援名義使用について文書
が届いています。ご検討宜しくお願い致します。
全会一致で承認。
日時：平成２６年６月２９日（日）10：00～15：00 会場：沖縄県立奥武山水泳プー
ル
担当局：事務局
担当部：総務部
沖縄県歯科ＳＵＮ会議実行委員推薦について（事務局総務部）
沖縄県歯科医師会より、沖縄県歯科ＳＵＮ会議実行委員推薦について文書が届いてい
ます。構成組織団体の継続と実行委員の推薦についてご検討宜しくお願い致します。
池城正浩会長が継続、池城正浩会長が出席。
担当局：池城会長
担当部：
「iPS 細胞による再生医療講演会」の後援依頼について（事務局総務部）
特定非営利法人 沖縄県脊髄損傷者協会より、「iPS 細胞による再生医療講演会」の後
援依頼について文書が届いています。ご検討宜しくお願い致します。
名称後援及び広報について承認。
日時：平成 25 年５月 25 日（土） 14：00～16：30
会場：沖縄コンベンションセンター会議棟
担当局：事務局
担当部：総務部
沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について（事務局総務部）
沖縄県社会福祉協議会より、沖縄かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について
依頼文書が届いています。ご検討宜しくお願い致します。
講師推薦を可とする。
担当局：事務局

事務局便り
※

遠藤千恵子会員を推薦。
担当部：総務部

会員登録について
入会・退会・休会・復会・異動の申請は Web 上で！
「日本理学療法士協会ホームページ→マイページ」へログインして下さい。

ID・パスワードは各自の通知ハガキをご覧下さい。登録内容は上記の「マイページ」からご確認いただけます。

■■事務所電話対応時間変更のお知らせ■■
これまで事務所の電話受付時間は 9：00～15：00 でしたが、4 月から下記受付時間に変更になります。
※ 外部機関への外出時には不在となり、電話を受け取ることができない場合がございます。ご理解の上、再
度おかけ直しください。
【電話受付時間】9：00～18：00 （月～金曜日・土日祝日は休み）

■■要注意■■異動申請

お手続きお願いします！
新年度に伴い異動なさる会員も多くなります。勤務先、自宅、氏名など会員情報
が変更になった際は、速やかに会員情報の変更申請をお願いします。お手続きは
「マイページ」から、お早めにお願いいたします。

会費納入について
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これまで利用していたニコスカードは会費決済には利用できません。まだの方は下記の申込み先から申込み
をお願い致します。

※楽天カードへ入会していないと会費の引き落としができません。楽天カードの申込みを再度ご確認ください。

会費納入について
楽天カードによるクレジット決済か口座振替となっております。日本理学療法士協会より送付されるコンビ
ニ振込用紙：会費未納者に対して送付されています。使用期限にご注意下さい。

会費に関する問合せ
沖縄県理学療法士協会財務担当理事：運天智子（沖縄小児発達センター訓練課所属）
E-mail：optazaimu@gmail.com

平成 25 年 26 年度組織図
平成 25 年度第 1 回理事会において、新組織図について承認され、各部局の活動がスタートしました。会員
の皆様にはご周知の上、各事業へのご理解とご協力をお願い致します。尚、各部局の部員として活動がしたい
会員の方は是非、各部局の部長にご連絡下さい。

沖縄県理学療法士協会スケジュール 2013 年 5 月・6 月・7 月

5 月
8 日（水）
19 日（日)
24-26 日

平成 25 年度第 2 回理事会
広報誌原稿締め切り
第 48 回日本理学療法学術大会（名古屋）

6 月
9 日（日）
12 日（水）
15 日（土）
19 日（水）
20 日（木）

第 6 回言語リハビリ交流のつどい
平成 25 年度第 3 回理事会
平成 25 年度第 1 回定時総会
広報誌原稿締め切り
タウンミーティング（３団体合同会議）
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7 月
7 日（日）
10 日（水）
19 日（金）

理学療法フェア
平成 25 年度第 4 回理事会
広報誌原稿締め切り

事務局 総務部
下記の日程で平成 25 年度第 1 回定時総会が開催されますのでご案内申し上げます。総
会では平成 24 年度事業報告及び決算報告を中心に審議される予定です。
会員の皆様には改めてご案内申し上げますのでご確認くださいますようお願いします。
総会は公益社団法人の最高議決機関です。会員は原則出席してください。尚、出席
できない場合は委任状を提出してください。
【記】

日

時：平成 25 年

場

所：てだこホール

6 月 15 日（土）
市民交流室

※懇談会を予定していますので、参加の皆様は名刺をお持ち
合わせください。

項 目
受 付
定時総会
研修会
懇談会

時 間
18：15～
18：30～19：15
19：20～20：20
20：30～21：30

第 6 回言語リハビリ交流のつどいが下記の日程で開催されます。当協会も実行委員会構成団体となっ
ています。今回、大会の開催にあたりサポーターを募集致します。会員同士、声を掛け合い奮ってご応
募ください。
事業期日：平成 25 年 6 月 8 日・9 日
場所：沖縄コンベンションセンター会議棟・ラグナガーデンホテル
申込期間：平成 25 年 4 月 1 日～5 月 8 日
申込方法：E-mail で件名を「サポーター応募」とし、本文内に①氏名、②所属、③会員番号、④連絡先電話
番号、⑤希望日を入力の上、optaoffice@yahoo.co.jp まで送信して下さい。

募集人数
日 時
場 所
内 容
服 装
その他

懇親会
10 名
6／8（土） 16:30 集合 20:30 解散
ラグナガーデンホテル ２F「羽衣」
参加者の席誘導、トイレ誘導・介助

つどい当日
20 名
6／9（日） 8:30 集合 16:00 解散
会議棟 A
会場誘導（車から会場、受付から会場内座
席）、トイレ誘導・介助、舞台係、駐車場係

動きやすい服装
・懇親会のサポーターに来られる方は、飲み物・軽食を準備しております。
・つどい当日サポーターに来られる方には、お弁当があります。

福祉機器コンテスト 2013～人と技術のベストマッチング～【募集要項】
【募集期間】機器開発部門：5/1（水）～6/10（月）学生部門：5/1（水）～7/8（月）
【募集対象・部門】・機械開発部門 ・学生部門
【発表・表彰】第 40 回国際福祉機器展 H.C.R2013（東京ビックサイト：9/18～20）で実施予定。
最優秀賞…各部門 1 点（賞金：機器開発部門 10 万円、学生部門 5 万円）優秀賞…各部門数点
【応募方法】募集期間中に、必要書類を揃えて福祉機器コンテスト 2013 事務局まで郵送。
【必要書類】機器開発部門…応募用紙、作品の写真・動画データ、参加費用の振込金受領書のコピー
学生部門…応募用紙、作品の写真データ、参加費用の振込金受領書のコピー
【参加費用】機器開発部門…1 点につき 5,000 円 学生部門…1 点につき 1,000 円
※必要書類、参加費用振込先、その他詳細については、下記 URL にて詳細をご参照ください。
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 URL：http://www.resja.or.jp/
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沖縄県理学療法士協会 研修会案内
沖縄県理学療法士会 訪問リハビリテーション推進部 勉強会のお知らせ
今回、下記の日程で勉強会を開催いたします。参加を希望される方は下記の方法で申し込み頂きますようご案
内申し上げます。
【開催概要】
ﾃｰﾏ：高次脳機能障害と向き合う利用者さんへの訪問リハビリ
日時：平成 25 年 5 月 22 日（金） 19 時 00 分～21 時 00 分
場所：沖縄リハビリテーションセンター病院 １F 高次脳デイケア
沖縄県沖縄市比屋根２丁目１５番２号
電話：０９８－９３３－７８３５
駐車場は第５駐車場を使用して下さい
病院前の道路を県総合運動公園向けに行き、右側にあります
対象：沖縄県理学療法士協会会員
参加費：無料
＊県士会費未納の方については 500 円徴収します。
作業療法士会地域連携リハ研究会・沖縄県言語聴覚士訪問リハ委員会と共同開催します
今回の勉強会は「高次脳機能障害と向き合う利用者への訪問リハビリ」と題して勉強会を開催します。内容
としては４事例の発表・紹介を行い、訪問リハで上手く成果を出す事ができたポイントや工夫した点、残念な
がら成果を出せなかった要因や課題などを参加者と共有し、現場に持ち帰れるような勉強会を予定しています。
訪問リハビリに限らず、在宅生活の支援に関わる皆様との情報の共有も目的としております。会場でお会いで
きる事を楽しみにしています。今回の勉強会も盛り上がりそうですよ。
【申し込み方法と問い合わせ先】
下記の内容を記載の上、メールにてお申し込み下さい
①氏名 ②所属と事業所の所在市町村 ③職種 ④県士会 会員・非会員
メールでの申し込み・問い合わせ houmonreha58@gmail.com
申し込み〆切：当日 13 時まで（資料・会場準備のため）
訪問リハ推進部 部長
大道中央病院 訪問リハビリテーション PT 桑江睦子

他団体 研修会案内
沖縄物理医学研究会研修会のご案内
【主催】沖縄物理医学研究会
【日時】平成２５年６月１日（土）１４：００～１７：３０（１３：３０受付開始） ６月２日（日）０９：００～１６：３０（０８：３０受付開始）
【場所】沖縄統合医療学院 ２号館 【内容】「リスク管理」「関節ファシリテーション（SJF）技術」
SJF 技術は基より脳卒中、骨関節障害などの運動療法に対するリスク管理を教授して頂きます。
【講師】姫野 吉徳先生（大阪赤十字病院・SJF 学会副理事長）
【受講料】SJF 会員６０００円、非会員７０００円 （土）のみ３５００円、（日）のみ５０００円
【問合わせ】沖縄 PM 研究会事務局 北城整形外科 PT 渡久地 TEL（098）930-7777
【申し込み】okinawapmr@yahoo.co.jp まで以下の項目を入力しお申し込み下さい。３日以内に返信を行います。迷惑
メールに入ることもありますのでご確認下さい。
①氏名②病院名③職種④免許取得年⑤常時連絡が取れる番号（携帯番号）

『PNF の基礎』
会期： 2013 年 7 月 15 日（月・祝）～7 月 16 日（火）
内容：アメリカ・カリフォルニア州ヴァレーホにある PNF 発祥の地、カイザー基金リハビリテーションセンター（KFRC）で
25 年以上勤務し 20 年以上の PNF 指導経験を持つインストラクターがＰＮＦの理論と技術について講習します。
講師：Chris Pappas（カイザー基金リハビリテーションセンター、アメリカ）
理学療法士、国際 PNF 協会認定アドバンスインストラクター
助手兼通訳：三田地 敏希（宮本病院）
会場： 琉球リハビリテーション学院 定員： 28 名 受講料： 23,000 円（資料及び DVD 代込み）
申込方法： 氏名、所属、施設名、連絡先（パソコンアドレス推奨）を記載して下記アドレスまでお送り下さい。
申し込み先： toshi100403@yahoo.co.jp （三田地 敏希）
問い合せ先：ごきげんリハビリクリニック 小林健二 TEL：098（933）5515

日本 AKA 医学会理学・作業療法士会主催
第 2 回九州・沖縄ブロック紹介コース（沖縄）のご案内
日本 AKA 医学会理学・作業療法士会主催の紹介コースを下記の通り沖縄で初めて開催いたします。
AKA-博田法に興味のある方ならどなたでもご参加いただけますので経験・未経験問わずお気軽にご参加くだ
さい。
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日時：平成 25 年 7 月 6 日（土）14：30～18：00（受付 14：00～）
会場：琉球大学医学部附属病院 リハビリテーション部
受講料：5000 円
定員：30 名
＊日本理学療法士協会の専門理学療法士制度ポイント認定研修会（運動器理学療法研究部会）として申請中。
内容
１，AKA 博田法の基礎（講義）２，臨床応用（治療デモンストレーション）３，代表的な手技（紹介・実技）など
申し込み方法：①氏名（カタカナ）②連絡先（施設名・電話番号）③E-mail アドレス④職種⑤PT 協会会員番号⑥AKA
経験年数（おおよそ）を記入のうえ、下記まで E-mail にてお申し込みください。
申込み締め切り：平成 25 年 6 月 21 日（金）
申込み・問い合わせ先
琉球大学医学部附属病院 リハビリテーション部 担当：長嶺覚子
電話：098-895-1329
E-mail：akaokinawa@yahoo.co.jp

【Updraft physio 主催 勉強会】
テーマ：臨床で姿勢と動きを捉えるコツ ～構造力学という視点を中心に～
日時：平成 25 年 6 月 16 日(日) 10 時～16 時 (受付 9：30)
会場：沖縄リハビリテーションセンター病院 8 階カンファレンス室
講師：斉藤 崇 先生 （鹿沼整形外科）
受講費：3000 円
定員：30 名 （先着順 定員に達し次第締切）
申込：【E-mail】updraft_seminar@yahoo.co.jp
件名「講習会参加希望」とし、①氏名、②所属先、③連絡先(なるべく PC メールア
ドレス)を明記の上、E メールにてお申込みください。
問い合わせ：沖縄リハビリテーションセンター病院 理学療法士 比嘉俊文
※全国各地で人気のセミナーとなっております。デモンストレーションを踏まえて、姿勢と動きの捉え方をわかりやすく
解説する講義内容となっております。

マイオチューニング（ＭＴ）アプローチ講習会のご案内
日時：平成 25 年 6 月 30 日（日） 10：00～16：30 （受付け：9：30～）
会場：現在調整中により参加者へは追って連絡致します。
主催：沖縄県 MT アプローチ勉強会
講師：アメニティーライフ研究所 中野 昭二先生
内容：①MTA 手技について。
（上肢、下肢、頸部、腰部など）②疼痛やそれ以外の問題により困っている症例
への治療実施。③臨床で困っている症例についての助言等。
会費：MTA 会員：5,000 円（※一度当講習会へ参加した方対象） 会員外：10,000 円
定員：30 名程度
※会費は当日徴収となりますので宜しくお願い致します。
申込み方法：沖縄リハビリテーション福祉学院 天願のメールアドレスまで『MTA 講習会参加希望』という件
名を記載し、下記の必要事項を記載して申し込みをして下さい。代表者が申し込む際には、それ
以外の申込者の①～③も記入した上で申し込みを宜しくお願い致します。
①氏名（フリガナ） ②施設名 ③連絡先（携帯番号）
【 申込み先 E-mail: h-tengan@group.omotokai.jp 】
問合わせ先：沖縄リハビリテーション福祉学院 担当：天願博敦
TEL: 098-946-1000 FAX: 098-946-1999

広報部便り
ホームページリニューアル
平成 24 年度に進めてまいりましたホームページのリニューアルが最終調整段階です。近日中にリニューア
ルする予定ですので乞うご期待です。今回は会員の皆様にタイムリーな情報が提供できるようにメール配信シ
ステムなども予定されています。

研修会案内の掲載について
本誌へ研修会案内を掲載したい場合は、依頼についての文書（例：研修会案内の掲載についてのお願い）を
当協会事務所まで郵送していただきますようお願いします。掲載の可否については当会の事業目的に照らし、
判断いたします。尚、毎月 10 日までに文書確認できれば翌月号へ掲載となります。
★掲載内容は概ね 300 字を目安としています。これまで掲載されていた研修も文書の発行をお願い致します。

【研修案内に関する問い合わせ】沖縄県理学療法士会事務所
098-930-5023（月～金曜日 9：00～18：00 担当：瀬底）optaoffice@yahoo.co.jp
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