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巻 頭 言
『美ら島世代のエネルギー』
4月… 各地で桜の花開き春の訪れとともに新たな年度がスタートした。春は何もかもが新しく
変わり心も身体もフレッシュな気分にさせてくれる。ここ沖縄の地にも多くの頼もしいPTの仲間た
ちが加わり、新社会人として新たなスタートを切った。これからを担う若いエネルギーに自然と大き
な期待が膨らむ。ところで、今年度のフレッシュマンたちの多くが平成４年度生まれ、あの「美ら島
世代」であることをご存じだろうか。そう2010年彼らが高校3年生であった年は、美ら島全国高
校総体がここ沖縄で開催された年であり、また県勢初のセンバツ甲子園(嘉手納・興南)2校
同時出場の年であり、そして県勢悲願の夏甲子園優勝(興南春夏連覇)の年なのである。当
時高校生であった彼らの活躍に感動と力をもらったことは記憶に新しいが、彼らにとっては同世
代とともに夢に向かいともにエネルギーを分かち合ったあの時の経験は心の中の太い根っ子の
一つとなっているのではないかと思う。4年前沖縄から全国を揺らしたあの『美ら島世代のエネル
ギー』、今後の新たな理学療法旋風を予感させる・・。
副会長 小嶺 衛 (ロクト整形外科クリニック)
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汗ばむ陽気となった4月26日、平成26年度新人異動会員オリエン
テーションが沖縄県総合福祉センターで開催されました。
今年の参加者は93名、リクルートスーツに身を包み、初々しい眼差し
でとても新鮮さを感じました。オリエンテーションでは当協会の①沿
革、②基本方針（目的及び事業・資格・入会）、③活動内容、④組織
図、⑤組織分掌、⑥公益社団法人沖縄県理学療法士協会の役割、⑦各局
の活動説明、⑧倫理についての研修が行われ、会員としての基本的な知
多くの参加者
識とモラルを学びました。きっと社会人としても模範となる理学療法士
になっていくと思います。また、今回は各病院・施設ごとに自己紹介をしていただき、同期となる仲間た
ちの前で意気込みを発表しました。輝かしい未来へ切磋琢磨していく姿に大変感銘し、頼もしく思えまし
た。私たち既会員も初心を思い出し、彼らの良き先輩として誇れるよう
改めて考えるよい機会でした。（広報部：池間裕輔）
【参加者の声】
田本秀禎・山田わかな
今回、公益社団法人沖縄県理学療法士協会新人・異動会員オリエン
テーションに参加する機会を頂きありがとうございます。オリエン
テーションに参加し、沖縄県理学療法士協
真剣な面持ちの参加者
会の歴史や今まで知らなかった活動がある
事など、多くの事を学ぶ事が出来ました。他施設に勤務する新人理学療法士
と交流する機会があり、さらには、理学療法士協会の理事の方々と顔を合わ
せる事ができ、自分にとって人脈を広げ多くの情報を得る機会ともなりまし
た。
その他にも、理学療法士として行っていく研究や勉強会など、これからの
具体的な目標ができ、理学療法士としての倫理観を学ぶことができました。
理学療法士協会の一員として、自分にできることがあれば、積極的に参加
受付の様子
していきたいと思います。
具志 幸俊（社会医療法人 南部病院）
新人オリエンテーションにて、池城会長をはじめ理事の方々と
一同にお会いし、その話を聞いている中で、今後私達の行動には
良くも悪くも理学療法士のという名前が付いてくるというお話を
されていました。この時、改めて私自身が理学療法士としてこの
場に出席しているという事を実感するとともに、一社会人・一理
学療法士として、今後は責任を持った行動が求められているとい
理事・事務局総務部・ブロック長
う事に気付くことが出来ました。
沖縄県理学療法士協会の活動として、社会職能局のスポーツ事業部や国際支援部、地域支援部、渉外
部といった、病院や介護保険施設以外における地域との関わりや、国を越えフィジー国との理学療法士
研修といった、普段の業務では経験できないような活動が多くあると感じました。また、教育学術局で
は新人教育プログラムや生涯学習システムの研修会の
説明を受け、理学療法士としての基礎知識の向上や、
専門性を追及していく上での研修会といった場を、上
手く活用し自己研鑽を続けていきたいと思います。
最後に、今回のオリエンテーションに参加したメン
バーとの横の繋がりを大きくしていき、同期メンバー
でお互いに切磋琢磨していけるような関係を築いてい
けるよう、沖縄県理学療法士協会での活動に参加して
緊張しながらもマイクを持ち自己紹介
いきたいです。

［平成26年度第1回 理事会］
日 時：平成26年4月9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）
第1号議案
入会の承認に関する件（事務局）

議案内容

審議結果
第2号議案
議案内容
審議結果

【入会申請者】
申請用紙からの申請…0件 ②HPからの申請…2件
計2件
【会員動向】平成26年4月9日現在※連絡不能者含む
会員数：1333名 施設所属会員数：1205名 自宅会員数128名 会員所属施設数：240施設
［期間会員動向］平成26年3月12日～4月9日
異動：35名（県内：21名 転入：12名 転出：2名）休会：51名※休会継続含む
退会： 2名
復会：5名
入会について全会一致で承認。
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）
沖縄県社会福祉協議会より、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、依
頼文が届いています。ご検討宜しくお願い致します。
遠藤千恵子会員を推薦。全会一致で承認。
担当局：事務局
担当部：総務部

第3号議案なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並びに開催について（事務局）

議案内容

審議結果
第4号議案
議案内容

審議結果
第5号議案
議案内容
審議結果

沖縄県医師会より、なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会の委員推薦並びに開
催について、依頼文書が届いています。ご検討宜しくお願い致します。
なごみ会主催県民健康フェア開催に係る実行委員会
1.日時:平成26年4月23日(水)19:30～ 2.場所:沖縄県医師会館 2F 会議室2
宮里朝康会員を推薦。全会一致で承認。
担当局：事務局
担当部：総務部
平成26年度定時総会の開催日時と場所について（会長）
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たり、
日時・場所について審議して頂きたい。また、同時開催の研修会等についてご意見があれば
提案頂きたい。
開催日時：平成26年5月24日（土）13:00～17:00 場所：沖縄県総合福祉センター
参加予定人数：150名
研修：「地域包括ケアについて」 全会一致で承認。
担当局：会長・事務局
担当部：総務部
平成25年度功労賞について（表彰委員会）
平成25年度、当協会会員において理学療法分野等に関して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。
※理事は該当外尚、功労賞受賞者は平成26年度定時総会にて表彰する予定です。
仲宗根省二会員を全会一致で承認。
担当局：表彰審査委員会
担当部：功労賞

第6号議案 平成26年度 第5回訪問リハ・地域リーダー会議 出席者の推薦について（社会職能局）

議案内容

審議結果

一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団より平成26年度第5回訪問リハ・地域リー
ダー会議の案内が届いています。出席の可否、出席者の選定（出席可の場合）のご検討を
宜しくお願いします。
[研修会]
日時：平成26年5月16日（金）12：30～16：45 平成26年5月17日（土）10：00～16：00
会場：タイム24ビル 5階南研修室（東京都江東区）
桑江睦子会員を全会一致で承認。
担当局：社会職能局
担当部：通所リハ・訪問リハ推進部

第7号議案 平成26年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）の
実施と運営について（事務局）

議案内容

審議結果

平成26年度新人・異動会員オリエンテーション（理学療法士新卒者等説明案内会）を開
催するにあたり、その運営と役割分担について審議していただきたい。
開催日時： 平成25年4月26日（土）13:30～16:30
場所：沖縄県総合福祉センター403研修室
参加予定人数： 120名
開催日時： 平成25年4月26日（土）13:30～16:30
場所：沖縄県総合福祉センター403研修室
全会一致で承認
担当局：事務局
担当部：総務部

第8号議案 事務局再編成及び総務部長選任について（事務局）

議案内容

審議結果

事務局では組織管理部を総務部に統合し、業務の効率化を図りたい。これまで新人異動会
員オリエンテーションの開催や慶弔関係の事務手続きが主の業務であったが、事務所機能で
対応可能であり、ブロック担当部との連携体制を考慮すると組織統合による簡素化が必要で
ある。また、総務部長が一身上の都合で退任となるため新たな選任が必要である。ご審議を
お願いしたい。
下里真司（大浜第一病院）が推薦され、全会一致で承認。
担当局：事務局
担当部：総務部

第9号議案 事務員賃金の変更について（事務局）
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

事務員の職務能力向上と社会情勢を鑑み、事務員の賃金増額について提案いたしますの
で、ご審議お願い致します。
時給を変更することで全会一致で承認。
担当局：事務局
担当部：総務部
平成26年度第1回ブロック長会議について（事務局）
ブロック長を招集し、各ブロックにおける社会的ニーズや問題点を把握し、情報共有と課
題解決に取り組むため、ブロック長会議を開催したい。ご審議お願いします。連絡会議内容
①協会活動報告及び計画の説明（担当：協会担当理事）②会員動向報告（担当：事務局）③
ブロックからの活動報告④ブロックからの意見・要望・提案⑤ブロック長会議で解決できる
問題点に対する検討⑥地域包括ケア推進について⑦理学療法部門責任者会議について
［実施時期］ 平成26年5月24日9：30～11：30
平成26年5月24日9：30～11：30
沖縄県総合福祉センター 第5会議室 全会一致で承認
担当局：事務局
担当部：ブロック担当部
平成25年度事業報告書及び収支決算書について（会長）
定款第6章第41条により事業報告書及び収支予算書について審議いただきたい。
全会一致で承認。
担当局：会長・事務局
担当部：総務部

［報告事項］
１．会長 ※月次活動報告
２．副会長 ※月次活動報告
３．事務局 ※月次活動報告
・公益法人立入検査結果通知書・平成26年度 新人・異動会員オリエンテーションプログラム
・臨床実習調査部アンケート・仲宗根省二さんへの取材コンセプト
・H26.3/13～H26.4/9までの収受文書・発行文書表（比嘉）
４．社会職能局 ※月次活動報告
・八重山地区高校野球春季大会のサポート活動［事業計画書］
・平成26年度 通所リハビリテーション推進部 勉強会［事業計画書］
・平成26年度 訪問リハビリテーション実務者研修会［事業計画書］
・平成25年度 社会職能局スポーツ事業部 講習会［事業報告書］
・フィジーにおける障害者支援としてのCBRプログラム
５．教育学術局 ※月次活動報告

5月

6月
7月

7日（水）
役員選挙立候補締め切り
24日（土）
平成26年度定時総会
24日（土）
平成26年度27年度役員選挙
30日（金）～1日（日）日本理学療法学術大会（神奈川県）
8日（日）
日本理学療法士協会 代議員総会
21日・22日
がんリハ研修会（長崎県）
17日（木）
理学療法の日

■■要注意■■異動申請 お手続きお願いします！
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。
今年度の会費自動振替日は平成26年5月27日（火）です。残高確認を各自お願いいたします。
会費納入について

※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。
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。両方に登録のない方へは協会本部よりコンビニ振込用紙が送
付されています。支払期限を確認のうえ速やかに納入して下さい。領収書が必要な方は直接日本理学療法士協会（FAX:035414-7913 E-mail:jpta@i.bekkoame.ne.jp）へお問合せ下さい。
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
E-mail：optazaimu@gmail.com

下記の日程で平成26年度定時総会が開催されますのでご案内申し上げます。定時総会は当協会の最高議決機関
となりますので会員の皆様は参加してください。欠席する場合は必ず委任状を提出してください。会員の皆様に
は事前に議案書を送付致しますのでご確認くださいますようお願いします。事務局 総務部

日

時：平成26年5月24日（土）13：30～（受付13：15～）

場 所：沖縄県総合福祉センター 第6・7会議室
※例年と会場が異なりますのでお間違えのないようご注意下さい。

平成26・27年度の代議員及び補欠代議員が決まりましたので、お知らせします。
日本理学療法士協会 選挙管理委員会
平成26年3月16日正午を持ちまして代議員選挙の当選者が決まりました。
沖縄県代議員定数：５名（補欠代議員２名）
立候補受付期間 ：平成26年1月20日（月）正午～1月27日（月）正午
沖縄県立候補者数：5名（無投票での代議員決定）※沖縄県士会理事会で補欠代議員２名の追加選出
沖縄県 代議員5名＋補欠代議員2名
氏 名
小嶺 衛
山城 幸信
立津 統
城間 定治
池城 正浩
玉城 義彦
古堅 貞則

所
属
ロクト整形外科クリニック
おもと会地域包括ケアセンターかみはら
同仁病院
障害者支援施設ソフィア
翔南病院
ハートライフ病院
与那原中央病院

代議員・補欠代議員
代議員
代議員
代議員
代議員
代議員
補欠代議員（１位）
補欠代議員（２位）

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 選挙管理委員会 委員長 大城 直人
公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 定款第24・25条及び諸規定 選挙規程第４条の１にもとづき、次期
役員選挙における立候補の受付を行います。
立候補予定者は所定の用紙に必要事項を記入の上、立候補届を提出して下さい。なお、選挙規程第７条に
もとづき、推薦を行う場合には、推薦人3名以上をもって、本人同意の上、所定の用紙で代表者が届け出る
こととします。
【記】
投 票 日：平成26年5月24日（土）平成26年度定時総会時
役員定数 ：理事 15名（会長1名を含む）
※会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事
2名
立候補締切：平成26年5月7日（水）消印有効
立候補届提出先：公益社団法人 沖縄県理学療法士会 選挙管理委員会
立候補届送付先：琉球大学医学部付属病院 リハビリテーション部
選挙管理委員会 委員長 大城直人
〒903‐0215 沖縄県中頭郡西原町上原207
問い合わせ
℡ 098－895－1329（直通） E-mail： naoryk0827@yahoo.co.jp
※詳しくはHPをご覧ください。

八重山地区高校野球夏季大会が下記の日程で開催されます。大会の開催にあたりサポートスタッフを募集
致します。
日時：平成26年5月10日（土）8:00～16:30
平成26年5月11日（日）8:30～16:30（1試合目9:00～ 2試合目11:30～ 3試合目14:00～）
場所：石垣市中央運動公園野球場
内容：大会参加選手・大会関係者の体調不良や怪我への対応と試合後の投手へのケア
申込について
申込先：yaeyamarh@gmail.com（平地理美）
件名：サポートへの参加希望
内容：①会員番号 ②氏名（フリガナ） ③勤務先 ④希望日or希望試合

【テーマ】沖縄県夏季高校野球大会
【内

医療サポート事前講習会

容】夏季大会サポートに向けての応急処置、熱中症、ストレッチ、症例検討
＊実技中心に行います。
【日 時】平成26年5月30日（金） 受付：19:00 ～
講習会：19:30 ～ 21:30
【場 所】沖縄リハビリテーションセンター病院
2階外来リハビリスペース
【対 象】沖縄県理学療法士協会会員 及び 医療従事者
【会 費】会員 無料
非会員 ￥3000
【定員】30名
【申込み及び問い合わせ先】
E-mailで下記の宛て先に件名「スポーツ事業部 講習会申し込み」とし、本文中に①氏名、②所属、③
携帯番号、④高校野球サポート希望：あり・なし、⑤高校野球サポート経験：あり・なし を入力の上、
お送り下さい。
宛て先：okinawa2010ih@yahoo.co.jp
受付担当：スポーツ事業部 楠木 力（沖縄リハビリテーションセンター病院）
＊ 締め切り5月23日（金）
■夏季大会サポートの参加受付も行いますので、多くの方のご参加をお待ちしております。
■サポートに興味はあるが、不安な方は是非ご参加下さい。

通所リハ情報交換会のお知らせ
テーマ：今年もやりますデイケアオリエンテーション！！
~ 通所リハビリにおけるPTの役割と介護保険制度の確認 ~
内 容：通所リハビリに従事している新人さん向けのオリエンテーションを行います。
新しい環境に戸惑っていませんか？
通所リハビリでPTに求められている業務内容、介護保険制度を学びながら必要書類の確認などの内容で予
定しています。以前から従事している方にとっても良い機会だと思いますので、多数のご参加をお待ちし
ています。
日 時：平成26年5月13日（火） 19：00～20：30
場 所：宜野湾記念病院 7階リハビリ室
主 催：沖縄県理学療法士協会 通所リハ推進部
参加費：無料
＊通所リハに興味のある方、実務されている方の多数のご参加をお待ちしております。
【申し込み方法】
下記の内容を記載の上、メールにてお申し込みください。
①氏名 ②所属先 ③職種 ④臨床経験年数 ⑤通所リハビリ経験年数 ⑥会員or非会員
申し込み先：oki.tsuushoriha@gmail.com
※今回より申し込み先アドレスを変更していますので、注意してください！！
問い合わせ先：宜野湾記念病院 理学療法士 松並健治宛 TEL：098(893)2101
締め切り：平成26年5月13日（火）午前中
✽当日お聞きしたい質問等があれば事前申し込みの際に記載してください。

宜野湾整形外科勉強会
講 師：①久保田 正一 先生（くろだ整形クリニック PT）
②高橋 塁 先生（株式会社横浜DeNAベイスターズ PT）
内 容：①投球動作で下半身が骨盤に与える影響、②プロ野球球団でのPTの関わり方
日 程：平成26年７月７日（月）19：00〜21：30
会 場：宜野湾整形外科医院（変更あり）
受講料：3,500円
定 員：40名
対象者：PT、OT、トレーナー、Dr.
申 込：下記の内容を記載の上、メールにて申し込みください。
内 容：①氏名 ②所属先 ③職種 ④連絡先 ⑤懇親会参加の有無
宛 先：ginosei_reha811@yahoo.co.jp
問い合わせ：宜野湾整形外科医院 福地康玄 ℡：098-897-1891(9時〜18時迄)
リハビリテーションにおける上肢機能訓練
課題指向型訓練とは実生活における具体的な課題に対する処理能力を高めることを目的とした訓練です.
Transfer packageとは獲得した麻痺手の機能を日常生活における行動へ汎化する重要な行動戦略です.
この領域において国際学会や国内外の論文で多大な貢献をしている竹林先生の講演を,自己研鑽に熱意のあ
る沖縄のセラピストと共有したく今回の開催となりました.
日時：平成26年5月24日（土）13時半～18時
会場：大浜第一病院2F ふれあいセンター
参加費：2,000円
主催：沖縄臨床作業療法実践研究会
講師：竹林 崇 先生（兵庫医科大学病院）
申込み：5月17日迄にokinawasatoukai@yahoo.co.jpへ
所属,氏名,懇親会参加の有無を入れて上江洲宛でメール下さい.
福祉機器コンテスト2014～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（木）～6/9（月）学生部門：5/1（木）～7/7（月）
【募集対象・部門】・機械開発部門 ・学生部門

【発表・表彰】
・第41回国際福祉機器展H.C.R2014（東京ビックサイト：10/1～3）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2014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/contest
【沖縄物理医学研究会・研修会Part10のご案内】
【内容】「基本的動作促進法と基本的動作介助法 １（予定）」
「SJF技術（関節ファシリテーション）」
※治療の場面において必要不可欠な動作促進・介助法を入門編として基礎から教授して頂く予定で
す。また、障害に応じた介助法、促進法も合わせて行います。
【日程】平成26年6月21日（土）14：00～17：30（13：30受付開始）
平成26年6月22日（日）09：00～16：00（08：30受付開始）
【講師】築山尚司先生 （岡山大学病院 総合リハビリテーション部士長 SJF学会理事）
【対象】理学療法士・作業療法士
【定員】50名（定員になり次第終了致します。）
【受講料】両日8000円、（土）4000円（日）5000円 【会場】沖縄リハビリテーション福祉学院
【主催】沖縄物理医学研究会
【申し込み】①氏名②性別③所属施設④職種⑤免許取得年⑥常時連絡がとれる番号
下記にメールを送信して頂き3日以内にPDFを添付し返信を致します。3日以内に返信が無い場合お手
数ですがご連絡をお願い致します。E-Mail：okinawapmr@yahoo.co.jp
【問い合わせ】沖縄物理医学研究会事務局 北城整形外科 渡久地
℡（098）930－7777
2014福祉機器展
沖縄県介護実習・普及センターでは、介護知識や技術及び福祉用具に関する知識や取扱い等の普及・
啓発をするとともに、県民へ知識や技術を提供することを目的に福祉用具機器展と研修会を開催しま
す。
主催：社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会
期日：平成26年7月4日（金）～7月5日（土）
会場：沖縄県総合福祉センター（那覇市首里石嶺町4-373-1）
7月4日（金）[福祉用具展示]9：00～18：00
[研修会]13：30～15：00（受付：13：00～）仮）「排泄編～男女で変わるオムツのあてかた～」
7月5日（土）[福祉用具展示]9：00～15：00
[研修会]11：30～13：00（受付 11：00～）仮）「座位姿勢によるポジショニング」
会場：[福祉用具展示]東棟1階ゆいほーる、結プラザ [研修会]403研修室
対象者：一般県民、医療・福祉系学校、医療・福祉関係者、福祉用具貸与事業所等
入場・受講料：無料
問合せ先：社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 沖縄県介護実習・普及センター
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター東棟1階
電話番号：098-882-1484 FAX：098-882-1486
E-mail：oki_katubun@yahoo.co.jp
第4回日本訪問リハビリテーション協会学術大会in熊本
大会テーマ：地域包括ケア時代の訪問リハビリテーション ―その多様性と可能性―
会期：2014年6月7日（土）～2014年6月8日（日）
会場：市民会館崇城大学ホール、熊本市国際交流会館、桜の馬場 城彩苑
内容：大会長講演、特別講演、演題発表、一般公開講座など

参加費：会員…【事前登録】7,000円【当日受付】9,000円
非会員…【事前登録】9,000円【当日受付】11,000円
学生…1,500円 ※大会当日は学生証の提示をお願いします。
懇親会…【事前登録】5,000円【当日受付】6,000円
※尚、当日登録は数に限りがありますのでご了承下さい。
一般公開講座のみ…【当日受付】無料
※詳しくはＨＰをご参照ください→http://www.houmonreha.org/kumamoto/index.html
大会事務局医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院
E-mail：hr2014-jimukyoku@seijino.or.jp（大会専用） ※問い合せは、メールにてお願い致します。
平成26年度 第5回訪問リハ地域リーダー会議
開催日：平成26年5月16日（金）～17日（土）場所：タイム24ビル5階南研修室（東京都江東区青海2-432）
訪問リハビリテーションフォーラム2014
開催日：平成26年5月18日（日）
場 所：東京ビッグサイト(東京国際展示場)レセプションホールＡ（東京都江東区有明3-11-1）

本誌へ研修会案内の掲載をご希望の場合は、当会HPより「広報誌掲載申込書」をダウンロードし、申込書へ必
要事項を記入後、当協会事務局まで郵送して頂きますようお願いします。尚、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日締切で翌月号への掲載となります。★掲載内容は概ね300字を
目安としています。
[沖縄県理学療法士協会HP：http://www.oki-pt.jp]
【研修案内に関する問い合わせ】 沖縄県理学療法士協会事務局
098-930-5023
（月～金曜日9：00～18：00 担当：比嘉）optaoffice@oki-pt.jp

【広報部員募集】
広報部では当協会の活動の取材をし、広報誌の作成に携わる部員（会員）を募集していま
す。学術活動だけでなく、様々な活動を通して新たなネットワークも作れます。お気軽にご応
募下さい。部会の見学だけでもOKです。事務所：098-930-5023 optaoffice@oki-pt.jp

セラピスト 募集
募集人数：PT・OT・ST若干名
待
遇：当法人規程に準ずる
勤務時間：8：30～17：00
休 日 ：105日
施設概要：入所120床、通所50名
業務内容：入所者、通所利用者のリハビリ
テーション、各業務に必要な記
録、書類作成。
応募方法：電話にてご連絡下さい。
施設見学、面接日の調整を行い
ます。
介護老人保健施設おきなわ徳洲苑
〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋6丁目4番19号

TEL:098-931-1215 FAX：098-931-1216
担当 高原、横山

※平成26年4月増床業務拡充
のため募集致します。
平成26年度

学校法人智睛学園 琉球リハビリテーション学院では、理学療法の
基礎教育、臨床教育及び研究に熱意のある教員を募集します。現
場で培った臨床力を理学療法教育に、是非貸して下さい！

■募集職種:
■募集人員:
■雇用形態:
■施設概要:

理学療法士（経験5年以上）
理学療法士 若干名
常勤
理学療法学科（昼間部・夜間部）、
作業療法学科（昼間部・夜間部）
柔道整復学科（昼間部）、
社会福祉学科（夜間部）
□関連施設
発達支援センターぎんばるの海
金武リハビリテーションクリニック
■ 給 与 ・ 待 遇 : 当法人規定による(実務経験考慮) 各種社
会保険完備
各種手当(通勤手当・単身用職員寮入居可
等) 研修会参加制度有り
■ 勤 務 時 間 : シフト制（勤務時間は相談に応じます）
8：30 ～ 17：30、14：00 ～ 23：00
■ 休 日 休 暇 : 週休2日制（日・祝祭日、他週1日）
■ 応 募 方 法 : まずは電話にてお問い合わせ下さい。
電話：098-983-2130
■ 担 当 者 : 事務部長代理 山下

急 募
理学療法士・作業療法士 募集
募集人員：理学療法士又は作業療法士 1名
雇用形態：正社員又はパート
待 遇：当法人規程に準ずる
勤務時間：午前8時30分～午後5時30分
休 日：週休二日制・その他
給 与：当法人規程に準ずる
待 遇：賞与年2回、各種社会保険完備
※パートは待遇なし
応募方法：電話にてご連絡ください。
施設案内、面接日を調整致します。
（担当：平良まで）

社会福祉法人 一心福祉会

障害者支援施設 一心療護園
〒905-1314沖縄県国頭郡大宜味村字田港748-1
TEL：0980-44-2234
FAX：0980-44-2633

