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平成27年3月7日（土）、3月8日（日）、ちゅうざん病院にて「第５回
訪問リハビリテーション実務者研修会」が開催されました。『学ぶ！訪問
リハビリテーションの実践～地域包括ケアの中で光る☆訪問リハビリの役
割・視点・技術～』をテーマに、沖縄県理学療法士協会・沖縄県作業療法
士会・沖縄県言語聴覚士会との共同開催で、参加者は全体で83名、参加し
た職種はPT・OT・STに限らず、看護師・介護士の参加もあり、日頃、地域
で連携を図る職種間での有意義な研修会となりました。
「訪問リハにおける病態判断」を看護師の嘉陽宗司氏より、バイタルサイ
ンや身体所見を読み解く方法を講演して頂き、初心者や訪問リハ従事者の
みならず、日頃、現場で患者様のリスク管理として、見逃してはならない
実行委員のメンバー
サインを学べたと思われます。また、「地域包括ケアシステムの実現に向
けて」を沖縄県高齢者福祉介護課の主任保健師の座嘉比照子氏に講演して頂き、リハビリテーション専門職に求めら
れていること、地域包括ケア会議においてのリハ職の役割、そのケースの予後予測と自立支援に向けて生活環境、活
動・参加へのアプローチ、目標設定のアドバイスの重要性、その目標に向けての成功体験を増やす為のマネジメント
が求められていると解説されていました。
そして、平成２７年度の介護保険法改正についての最新情報をOT宇田薫氏に講演して頂き、更に、グループワークと
して、「危険予知トレーニング」「連携に対するロールプレイ演習」を２日間にわ
たり実施し、受身的な内容だけでなく、参加者の方々による活発な意見交換が出来
たのではないかと思われます。訪問リハ従事者として求められていること、更に、
リスク管理や連携の重要性についても学ぶことができ、明日につながるステップ
アップとなった研修だったと思われます。
今回、「リスク管理」「地域包括ケアシステム」「介護報酬改定」のトピックを
提示し、予想以上に参加申し込み数が多く、約25名以上はお断りする状況でした。
今回、研修会参加出来なかった方々も含め、次年度の研修会への参加をお待ちして
おります。（訪問リハビリ推進部 桑江睦子）
講師の座嘉比照子氏

平成27年3月14日（土）・15日（日）の二日間、石垣市中央運動公園野球場にて、「平成26年
度八重山地区高校野球春季大会」が行われました。好天に恵まれ暑い中での野球大会及びサ
ポートとなりましたが、今回も八重山ブロックから医療サポートスタッフを派遣し対応にあ
たりました。
一年生大会に比べ、各選手・チームの成長を見ることができ、少し高校間に力の差が出てき
たなと感じる大会でした。サポートでは、暑い中での大会となったため、3試合目で足をつっ
てしまう子もいて、試合の最中からサポート介入が必要になりました。まだ3月だからと甘く
見て水分摂取が不足していたのかもしれません。天気予報などを見ながら選手や監督に対し
て助言が行えるようにならなければいけないと痛感した大会となりました。
今大会は、新しいスタッフの参加もあり徐々にサポートスタッフの数が増えてきています。4
月には、八重山地区においてスポーツ事業部の勉強会も予定されています。さらに多くのスタッフに興味を持っても
らい、サポート体制をしっかりとして行ければと思います。
竹下 頼道（八重山ブロック）

去った2月21日に第3回目の医療英会話教室を開催しました。講師には米国で
理学療法士免許を取得され、現在も現場でご活躍されている宮城嗣高先生をお
招きしました。参加者も徐々に増えてきており、協会会員外の看護師や作業療
法士も参加されていました。今回は参加者していただいた岡崎先生に感想を書
いていただきました。（国際支援部 喜屋武）
1984年にアメリカで理学療法士免許を取られ、現在も外国人の患者を担当され
ている宮城先生の講義ということで、受講を楽しみにしていました。当日は、英語と日本語を織り交ぜながらお話し
てくださり、私のような初心者にも非常に理解しやすい内容でした。一般的な病院における患者の流れに合わせ、道
案内からセラピー実施、専門医療単語まで、場面を想定した英会話センテンスを繰り返し発音しました。
講習会の最後には、先生が英語で話されている内容が少し理解できるようになっているのを感じ、非常に充実感の
ある講義でした。
昨今、日本の理学療法士は、受け身ではなく、世界に発信していく時代が到来していると感じています。沖縄県は
他県に比べアメリカ人患者を対象として理学療法を行うことが多いと思います。今回の講習を通じて、そのチャンス
を生かし、医療現場で使える英会話を学ぶ意欲が湧いたともに、このような機会があれば是非次回も参加したいと感
じました。（岡崎友明：琉球リハビリテーション学院）
I looked forward to attendance concerning a lecture of Mr. Miyagi who had got a physical therapist license in the United States in 1984. The lecture was interlacing English and Japanese and was the contents
which it was easy to understand for a beginner like me. We repeated a specialty medical care word and the
English conversation sentence that assumed a scene from guidance to
therapy enforcement.
Finally, I came to be able to understand what some contents that a
teacher was talked about in English of the lecture. I think that
Okinawa often gives physiotherapy for American patients than other
prefectures in Japan , because of the
base. I want to learn useful English conversation and want
to participate this class again. Thank you.（Tomoaki Okazaki）

平成27年3月1日に沖縄リハビリテーション福祉学院にて、日本理学療法士協会
主催の講習会循環器偏が開催されました。今回は「内部疾患に対する理学療法の
進め方の基本」を題として、鹿児島大学医学部の大重匡先生、沖縄リハビリテー
ション福祉学院の比嘉優子先生、ハートライフクリニックの長嶺淳司先生の3名
にそれぞれ、循環器、呼吸器、糖尿病について講演して頂きました。基本編の講
習会という事でしたが、心電図の見かたや呼吸器疾患に対してのアセスメントな
ど養成校で習ったものの、普段忘れがちな内容ばかりで気が引き締まる講習会で
した。また、糖尿病関しても患っている方を担当する事が多々ある為、疫学から
検査法まで深く知ることが出来てより知識と視野が広がりました。内部疾患は高
齢になるほど元気な方でも患うリスクが高くなります。その為、知識や関心を持
つ事で運動指導の幅が広がり、患者のリスク回避にも繋がると思われます。（広報部：池間裕輔）

[イベント概要] 第7回ゆいゆいウォーク（環金武湾ウォーキングフェスタ）
主催者：環金武湾ウォーキングフェスタ実行委員会事務局（うるま市経済部企業立地雇
用推進課内）
ロコモ測定会運営協力：国立大学法人琉球大学ヘルス・ツーリズム研究センター
開催日： 平成27年3月7日（土）宜野座ドーム
3月8日（日）具志川ドーム
内容
ロコモ測定会※の計測結果の参加者への説明とアドバイス
（２日間で参加者のべ180名）
今回、第７回ゆいゆいウォーク（環金武湾ウォーキングフェスタ）が開催され、そのイ
ベントの一環としてロコモ測定会を実施しました。本測定会は地域住民や沖縄来訪参加
者の健康気づきの機会創出という目的で実施されました。日本理学療法士協会は介護予防推進リーダーの目指すリー
ダー像を①理学療法士としての専門性を活かした評価ができる②効果的な予防プログラムを企画・提案ができる③多

職種や住民との協働による予防プログラムを企画・提案ができるとしています。本測定
会での理学療法士の役割である「計測結果の参加者への説明とアドバイス」を通して地
域における介護予防活動（リーダー像①②）の実践が行えたように感じます。今後もこ
のような企画に継続して参画すること（リーダー像③）で介護予防推進リーダーの目指
すリーダー像に少しでも近づけるのではないかと思います。
（喜瀬真雄 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

平成27年2月20日・21日と日本理学療法士協会の西村佳代子さんが石垣島に来島され、沖縄県理学療法士協会八重山ブ
ロック会員が離島リハビリの実態、八重山での取り組みについて取材をうけました。小さな島だからこそ出来るリハ
ビリ、小さくて限られた資源しか無いから困難なことなど八重山ブロックの現状を、ざっくばらんに話しながら伝え
させて頂きました。今回の取材の内容は5月の日本理学療法士協会の広報誌JPTA NEWSに掲載される予定です。八重山
ブロックや離島リハビリの現状が全国に伝わり、少しでも八重山地区のリハビリがいい方向に変わっていくことを期
待し、またそのために一人一人のスタッフが日々の業務をしっかりと取り組み精進して行ければと思います。（八重
山ブロック 竹下頼道）

※理事会報告はホームページに掲載しております。尚、掲載までに時間を要しますのでお急ぎの方は事務所までお問
い合わせください。
■■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。
※会費未納者への周知依頼
残高不足や振込用紙の未確認のため、ご本人の知らないうちに会費未納による退会になる可能性があります。退会
になると研修などの履修によるポイントを失い、参加費などの優遇を受けることができません。会員同士で今一度確
認をお願いします。

4月
5月
6月

25日（土）
30日（土）
6-7日
14日

新人・異動会員オリエンテーション
定時総会（予定）
第50回日本理学療法学術大会
平成27年度定時総会（日本理学療法士協会代議員）

下記の日程で平成27年度新人・異動会員オリエンテーションが開催されますのでご案内申し上げます。理学療法関連
部署の部署長（責任者）の皆様には対象者への案内と勤務調整などご高配いただきますようお願い申し上げます。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。事務局 総務部

日

4 25日（土）13：30～17：30

時：平成27年 月

懇談会（名刺交換会）

場 所：浦添市 てだこホール 市民交流室
対象：平成25年度新規会員、入会予定者、他都道府県からの異動会員

17：30～19：30

下記の日程で平成27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27年5月30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。

通年11月に開催しております、当協会主催の学術大会の開催につきまして本年度、平成28年2月開催のご案内のお
知らせをさせて頂きます。変更時期の理由として、11月開催時期に①各種学術研修会等と重なる②会員の子供さんの
学校行事等と重なる③台風等の天候が危惧されるなどのご意見を集約したところ、本年度は2月開催とさせて頂きま
した。会員の皆様には、開催の変更につきまして、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。詳細につきましては、順次ご案内をさせて頂きますので、当協会ホームページならび広報誌をご覧
ください。（大会長 池城正浩）

会員の皆様へ

日本理学療法士協会から重要なお知らせ

会費割引制度開始のお知らせ（2月23日より受け付け開始）
このたび、2015年度年会費より「育児休業割引」と「シニア割引」が導入されることになりました。対象の会員様
におかれましては、ぜひご活用頂ければ幸いです。詳細をご確認の上マイページよりご申請ください。
育児休業割引
育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度会費を割引する制度
■割引額通常金額11,000円→割引後3,000円（会館建設積立金1,000円を含む）
※都道府県理学療法士会年会費については各士会の定めるところによる
■申請可能対象者・育児休業期間中の会員
・割引適用年度に在会であること
・申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること
■申請必要書類育児休業給付金支給決定通知書コピー（ファイル形式でWEB申請時に添付）
■割引適用年度申請年度の翌年度年会費に適用
ただし、休会者は復会申請をした者のみ、復会年度（当該年度支払済の場合は翌年度）に適用
■備考・夫婦で同一の乳児に対しても各々が育児休業を申請している場合はそれぞれに割引を認める
・同一年度に他の割引との併用不可、複数該当する場合は割引率の高い方を優先する
・県外異動した場合は請求時に所属の都道府県理学療法士会の割引を適用する
・休会者は、復会申請と同時に割引申請を行う必要があり、復会申請を行うまでに育児休業期間が終了した場合は申請できない。

シニア割引
満65歳以上かつ会員歴25年以上の在会会員で割引申請を行った者について、以降の年会費を割引する制度
■割引額通常金額11,000円→割引後3,000円（会館建設積立金1,000円を含む）
※都道府県理学療法士会年会費については各士会の定めるところによる
■申請可能対象者・申請年度及び割引適用年度に在会であること
・申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること
■申請必要書類なし
■割引適用年度申請年度の翌年度年会費より適用開始、以降自動継続
■備考・会員歴に休会期間は問わない
・割引申請は申請年度の4月1日時点で満64歳以上、会員歴24年以上から可能
（割引適用は申請翌年度の4月1日時点で満65歳以上、会員歴25年以上の会員とする）
・割引を取消したい場合は割引取消申請を行うことができ、その後再度割引申請を行うことも可能
・年度末に未納が発生していた場合は、次年度は自動的に割引取消とし未納分も通常金額となる
・同一年度に他の割引との併用不可、複数該当する場合は割引率の高い方を優先する
・県外異動した場合は請求時に所属の都道府県理学療法士会の割引を適用する

※その他のケースや、詳しくは日本理学療法士協会ホームページをご確認ください。
公益社団法人日本理学療法士協会http://www.japanpt.or.jp/

沖縄県理学療法士協会 スポーツ事業部 講習会のご案内
【テーマ】沖縄県八重山地区 高校野球大会 医療サポート事前講習会
【内容】夏季大会サポートに向けての事例検討及び実技講習（ストレッチ・テーピング等）
講師：座波信司先生（大浜第二病院）
【日時】平成27年4月25日（土） 受付：17:30 ～ 講習会：18:00 ～ 21:00
平成27年4月26日（日） 受付：8:30 ～ 講習会： 9:00 ～ 12:00
【場所】検討中
【対象】沖縄県理学療法士協会会員 及び その他医療従事者

【会費】会員：無料
非会員：3000円
【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4月17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。
沖縄県理学療法士協会 スポーツ事業部 講習会のご案内
【テーマ】沖縄県夏季高校野球大会 医療サポート事前講習会
【内容】昨年大会のサポート報告及び症例検討・夏季大会サポートに向けての現場対応
（応急処置・ストレッチ・サポート介入時の注意事項）
【日時】平成27年5月22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 その他医療従事者
【会費】会員：無料
非会員：3000円
【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15日（金）
夏季大会サポート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。

「NPO沖縄呼吸ケア研究会」定例勉強会のご案内
日時：2015年4月3日(金)・5月1日(金) 19:00～20:00
※毎月第一金曜日
場所：那覇市立病院3階講堂
参加費：無料
お問い合わせ：090-5723-2438（宮平）
沖縄呼吸ケア研究会ホームページ： http://orcm.jimdo.com/
※現在、会員募集しています！興味のある方は是非上記連絡先までご連絡下さい！
「沖縄クリティカルケアリハビリテーション研究会」定例勉強会のご案内
日時：2015年4月25日(土) ・5月23日(土) 19:00～20:00
※毎月第四土曜日
会場：那覇市立病院リハビリテーション室(モノレール側棟地下1階)
参加費：無料
お問い合わせ(代表世話人)：那覇市立病院098-884-5111（リハビリテーション科 安村）または宮平携帯（090-57232438）まで
セラピースクール A&S ｢筋力/安定性向上コース｣
主旨・内容
ADL、スポーツパフォーマンスを含めた運動機能を改善する上で痛み/可動域制限と並ぶ重要な要素が筋
力/安定性ですが、基礎医学に沿って治療が行われていると言えるでしょうか。等尺性/遠心性運動が筋力改善には優れ
ていると分かりながらもなんとなく求心性運動が行われている現状が多く見受けられます。パフォーマンスの筋連鎖を
考えながらの方法もまだまだ不十分な状況です。動作分析に基づき、その動作に必要な筋連鎖を考慮にいれた筋力/安
定性向上の方法を学びます。また、痛みの再発防止、痙縮の軽減には安定性向上が重要となります。
日時：2015年5月3日～5日
場所：北谷町商工会議所(予定)
講師：勝浪省三 理学療法士（ごきげんリハビリクリニック）
国際PNF協会認定インストラクター 上田法国際インストラクター マニュアルセラピ－インストラクター(ドイツ筋骨
格医学会日本支部)
受講・参加費：40000円
定員：8名
対象：PT,OT,柔整
申し込み方法 氏名、所属、職種、PCメールアドレス、勉強会名を明記しs-k.course@hotmail.co.jp 勝浪までお願い
します。
問合せ先：メールで勝浪までs-k.course@hotmail.co.jp
主催：医療法人葵会
沖縄物理医学研究会 研修会PART13
テーマ「スポーツ障害に対する治療技術～治療者としての関わり～」
内容：近年、多くのPT・OTがスポーツに関わることが多くなってきました。そこでの役割は“トレーナー”になってい
ないでしょうか？本来スポーツ障害と関わるPT・OTの役割とはどういったものなのか、またスポーツ障害に対し検査・

評価から治療までの一連の流れで教授頂く予定でおります。スポーツに関わってない方でも臨床の一助となる内容
にしております。是非、ご参加下さい
講師：羽原 和則先生（理学療法士・スポーツコンディショニング ハートランド代表）
期日：平成27年6月28日（日） 時間：9：00～15：30（8：30受付開始）場所：沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉学院 ６F
対象：理学療法士・作業療法士
受講料：6000円
＜申込み・問い合わせ＞
①氏名②性別③職種④免許取得年⑤所属先⑥PDFを確認可能なメールアドレス⑦常時連絡可能な携帯番号⑧懇親会参
加の有無以上の8点を明記し下記のアドレスにお申込み下さい。３日以内にPDFを添付し返信致します。返信がない
場合はお手数ですがご連絡をお願い致します。e-mail ： okinawapmr@yahoo.co.jp 沖縄物理医学研究会担当 渡
慶次賀寿
「セラピストが褥盾対策チームで発揮できる技術」
講師の吉川氏は主に褥瘡・創傷ケア、物理療法、内部障害を専門とし、各学会でご講演、シンポジストとしてご活
躍されています。何でも知っている方なのでいろいろ質問してみましょう！
平成27年4月18日（土） 14:00～16:00
「セラピストが褥瘡対策チームで発揮できる技術」～治療(down stream)には予防と環境(up stream)も考えて～
講師：吉川義之（株式会社アバンサール代表取締役、理学療法士）
会場：沖縄リハビリテーションセンター病院2階 参加費：1,000円（当日支払い）参加人数：50名（予定）
申込方法：メール受付nishihira3@yahoo.co.jp 西平あて 件名：「吉川義之講習会」本文：①氏名、②職種、③
所属、④連絡先
セミナー内容
１）褥瘡の創面評価とリスク評価 DESIGN・DESIGN-R評価、ブレーデンスケール、OHスケールなど
２）予防と環境調整 シーティング・ポジショニングの必要性と評価
３）褥瘡の局所治療 洗浄（水治療法）、電気刺激療法、超音波療法
テーマ：痛みのコントロールのプロを目指す方のための「基礎から学ぶ徒手医学」
講師：荒木秀明（「非特異的腰痛の運動療法 症状に合わせた実践的アプローチ」の著者）
内容：初めて徒手療法を勉強される方にも理解しやすく、そして明日から臨床で活用できるように現場でのニーズ
に適合させ、脊椎変性疾患に加え多彩な病態に起因する疼痛のコントロールを目的としています。
■アドバンスコース
腰部骨盤帯下肢Ⅰ （骨盤帯機能障害から診る腰痛）腰部骨盤帯下肢Ⅱ （腰椎機能障害から診る腰痛）
場所：整形外科 よざクリニック
日時：腰部骨盤帯 下肢Ⅰ：平成27年5月30日（土）15時～19時（4時間）31日（日 ）9時～15時（5時間）
下肢Ⅱ：平成27年8月29日（土）15時～19時（4時間）30日（日） 9時～15時（5時間）
対象者：理学療法士、作業療法士等
受講料：20000円
定員：30名程度
申し込み先（問い合わせ）
日本臨床徒手医学協会のホームページ （http:// www.immsj-seminar.info）にてコース内容等確認のうえ、申込
み・問い合わせをお願いします。 申込締切日：コース1週間前
腰痛・下肢痛に対するトリガーポイント 講師：波田野 征美
内容：①トリガーポイントとは？、②トリガーポイントが引き起こす腰痛について、③原因筋に対するトリガーポ
イントリリース、④その他、軟部組織アプローチによる腰部安定化機構
日時：平成27年4月26日 10時～16時（9時30受付 昼休憩あり） 会場：沖縄県男女共同参画センターてぃるる 研
修室１ 受講料：12,000円 定員：40名
講師：波田野 征美OPA代表（Oriental Physio Academy,－西洋医学と東洋医学の融合－）
持ち物：ヨガマットまたは大きめのバスタオル。動きやすい服装。
お申込み：OPAのHPからのお申込みとなります。《 検索：波田野 OPA 》
現地コーディネーター：崎浜秀賀（お問い合わせ：b_o_c_music@yahoo.co.jp）
「中枢神経障害・痛みに対するＰＮＦ」
臨床で中枢神経障害・痛みに困っている方にお勧めです。
日程：5月9日(土)17:00(受付16:30)～20:00 10(日) 9:00～16:00
会場：パークヒル天久
講師：松田 現先生（国際ＰＮＦ協会認定インストタラクター） （ＰＮＦ研究所所長／研修センター長）
概要：中枢神経障害・痛みのメカニズムを解説します。中枢神経障害・痛みのアプローチで困っている方にお勧め
します。効果的なアプローチ方法を学ぶ事ができ、明日からの臨床が楽しくなるセミナーです。
受講料10,000円
定員：30名
申し込み方法：Eメールでの申し込みにてお願いいたします。記載内容：件名に「沖縄PNF勉強会 特別セミナー」
と記載してください。 メッセージ欄に・氏名 ・職種 ・所属先 ・緊急時電話番号 ・懇親会（9日（土）終了
後 参加（有・無）E-mail：okinawapnf@yahoo.co.jp・問い合わせ先：パークヒル天久（098）868-4108 儀間敬人

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
【広報誌HP掲載案内】
本誌は月末に印刷し、月初発行となっております。送
付における期間に地域差が生じるケースもあり、皆様に
は大変ご迷惑をおかけしています。申し訳ありません。本
誌は送付前にホームページへ掲載しておりますのでそち
らをご利用していただくことをお勧めします。

理学療法士募集
募集人員：理学療法士１人（嘱託員）
待
遇：委細面談
施設概要：内科・皮膚科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
業務内容：外来患者の理学療法
通所リハ
訪問リハの理学療法
勤務時間：月火木金 8：30～17：15
水土
8：30～12：30
休
日：日曜・祝祭日、慰霊の日、
盆休、年末年始
応募方法：電話にてご連絡下さい。

〒904-0305 読谷村字都屋179番地
Tel
098-956-1151Fax 098-956-9560
担当 上間、仲間

理学療法士募集
≪事業内容≫ 老人福祉施設
≪給与≫ 184,800円～269,400円
※その他諸手当有
（資格手当・皆勤手当・扶養手当
住居手当・交通費）
≪待遇≫ 昇給有・賞与年3回
退職共済制度有・有休
社保完備・駐車場有・制服貸与
※未就学児疾病による看護休暇
（5日～10日）有
≪勤務時間≫ 8:30～17:30
≪休日≫ 月9日（シフト制）
≪応募方法≫
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持
参下さい。

与那原町字与那原3782-1
℡（098）946-5138（担当/大田・大城）

理学療法士・作業療法士

募

集

募集人員：３名
勤務場所：①中部徳洲会病院
②徳洲会ハンビークリニック
③よみたんクリニック
勤務時間：午前8時30分～午後5時
休
日：年間105日（概ね月９日）
（シフト制）
給 与：当院規定に準ずる
待 遇：賞与年2回、各種社会保険完備
応募方法：履歴書・資格証
書類選考の上、ご連絡差し上
げます。
（担当：総務課伊波まで）

沖縄県沖縄市照屋3丁目20番1号
TEL：（098）937-1110

