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派遣先：フィジー国 CWM病院、フィジーJICA事務所、タマブア病院、フィジー国立大学、他
事業名：第3次専門家派遣
派遣者：比嘉つな岐（プロジェクトマネージャー：チームリーダー）
喜屋武龍介（プロジェクトサブマネージャー：琉リハ教員）
大城直人（脳卒中機能評価指導担当：琉球大学附属病院）
派遣日程：平成27年4月12日～21日
フィジー沖縄リハアイランドプロ
ジェクトを牽引してくれている喜屋
武、比嘉両氏に同行し、昨年８月県
内にて３週間の研修を終えたフィ
ジー研修員（PT、Dr、Ns）の現地活
動視察と今年８月に予定している沖
縄研修に向けた内容協議を目的に約
５日間の日程でフィジー国を訪れま
した。チームカンファレンスの視察
では、CRP form（リハビリテーショ
ン総合実施計画書）がより有効に活用されており、多職種それぞれが機能評価から家屋情報や社会情報まで多くの情
報を共有できるカンファレンスが根付き始めている印象を受けました。
次に、研修員PTと今年度に来沖する研修員PT各々の治療現場に同伴し、formの記載確認と実際の治療に対するアド
バイスやコメント、課題について協議を行いました。家族への症状説明にはCRPフォームが用いられると同時に、家族
からのサインも得られていました。フォームを用いた評価の重要性、家族の同意の重要性などポイントを理解して展
開されている状況がありプロジェクトグループの継続的で真摯な取り組みが実を結び始めている事を現地で直接感じ
ることができました。
今年度の目標の一つとして急性期リスク管理については、県士会より血圧計などのツールを持参しそれを用いた評
価の重要性を確認しましたが、今年度８月の沖縄研修では継続的な課題
として県内研修施設での強化が求められます。派遣期間中は様々なカン
ファレンスやミーティングに参加するだけではなく、教育現場のPTより
教育システムの情報を収集し、実習学生との交流も行えたことで改めて
日本の臨床教育方法について再考する機会を得ることもできました。反
面、日常会話だけでなく医療現場での英会話能力の低さを自覚させら
れ、より濃密で明確なコミュニケーションレベルが個人的には大きな課
題となりました。この記事を読んでいる会員のなかには国外での活動を
旅行気分として羨む声もあることでしょう。実際に移動だけで１０時
間、時間を有効に利用するため空港ロビーでもパソコンを拡げて、一字
一句聞き逃さないようにコミュニケーションをとるプロジェクトリー
ダーの二人を目の当たりにした私が言うのですから本当です。とても大
変な事業ですよ、ほんとに頭が下がります。
最後になりますが、この支援活動を通して、他国での理学療法士の活動やそれを取り巻く環境について多くのこと
を学ぶ機会を得ることができとても感謝しています。今後沖縄県理学療法士協会会員の一員としてこの活動をどうい
う風に援助できるかを国際支援部とともに考えていきたいと思います。
（大城直人：琉球大学医学部附属病院）

平成27年3月28日（土）と29日（日）の二日間、沖縄県立八重山病院に神谷之美
先生と古堅貞則先生を講師としてお招きし、沖縄県理学療法士協会主催の第７回講
習会が行われました。
28日は「地域包括ケアシステムに向けた取り組み」と題し講義が行われ、地域ケ
アシステムの概要や、私たち理学療法士が関わる事案についての説明が行われまし
た。まだ始まったばかりのシステムですが、私たち理学療法士が関わる事は多くあ
るため、一人一人の考え方や関わり方がとても重要になると感じました。
29日は「スポーツ障害に対する運動療法」と題し、実技や映像を使いながら講義を
して頂きました。普段行っている高校野球のサポートに活かせることが多くあり、早速夏季大会のサポートで高校生
に指導などして行ければと思いました。今回の講習会には、本島からの参加者もいました。今後も八重山地区で魅力
的な講習会が開催され、八重山ブロックのスタッフだけではなく、他ブロックのスタッフと交流を持ちながら技術向
上が図れればと思います。竹下 頼道（八重山ブロック）

※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。
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スポーツ事業部講習会
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）
九州ブロック士会長会議

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）

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
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
※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。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。
通所リハ勉強会
テーマ：｢通所リハのオリエンテーション｣
内容：平成27年度介護報酬改定が実施されて約1ヶ月が経過します。介護報酬改定に伴う新書式の読み合わせと情報
交換などを中心に勉強会を実施します。生活行為向上リハビリテーションなどに関する最新情報なども情報交換した
いと考えています。
日時：平成27年5月19日（火） 19：00～21：00
場所：宜野湾記念病院 ２階会議室
主催：沖縄県理学療法士協会 通所リハ推進部
参加費：無料
＊通所リハ勉強会に興味のある方、医療・介護職など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
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27年5月18日（月）✽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。
✽資料や座席等の準備がありますので、事前申し込みの協力をお願いします。
✽申し込みをされた方で、参加をキャンセルされる場合は必ず一報いただけますよう協力をお願いします。
沖縄県理学療法士会 地域包括ケア推進委員会 定例勉強会
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：『総合事業の目指すところ』『沖縄県内の最新情報』
日時：平成27年6月11日（木） 19時～21時
場所：ちゅうざん病院 5階ホール
〒904-2151 沖縄県沖縄市松本6-2-1
ＴＥＬ：098-982-1346
対象：地域包括ケアリーダー研修会または介護予防推進リーダー研修会に参加された方、
興味のある（情熱のある）方。
参加費：理学療法士会員500円（資料代として） 他職種の方1,000円（資料代として）
＊理学療法士で県士会費未納の方については1000円徴収します。
平成27年度から地域包括ケア推進委員主催の定例勉強会を開催致します。第1回目の勉強会では「総合事業の目指すと
ころ」「県内の最新情報」に絞りました。
地域包括ケアと聞いて何かこみ上げてくる方、何か得たいという方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。
【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名前 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
＊件名に「地域包括ケア 定例勉強会」と記載して下さい。
申し込み専用アドレス：entry@oki-pt.jp
申し込み〆切：平成27年5月31日（資料・会場準備のため）
お問合せ先：地域包括ケア推進部 研修企画班 班長 宮里朝康
ファミリークリニックきたなかぐすく 通所リハビリテーション 電話：０９８－９８２－０７１７

第38回 新しい片麻痺への促通反復療法（川平法）実技講習会（沖縄）
講 師：鹿児島大学 名誉教授 川平和美他
日 時：平成27年7月12日（日）
場 所：医療法人おもと会 沖縄リハビリテーション福祉学院
対 象：OT、PT、医師
定 員：80名
受講・参加費：20,000円（昼食代込み）
申込締切日：平成27年 5月11日12: 00～ 5月15日12: 00（5日間）
申し込み方法：下記申込フォーム、又は合同会社 gene ホームページ(事務局代行情報) から必要事項をご入力のう
え、お申し込み下さいますようお願い申し上げます。
http://www.gene-llc.jp/ 合同会社 gene ホームペーシ
問い合わせ先：鹿児島大学病院 霧島リハビリテーションセンター 宮良 広大
TEL：0995-78-2153 E-mail: k-miyara@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp
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
臨床で難渋する症例の解決の糸口
開催日：平成27年6月28日(日) 9:00～16:00
会場：沖縄こどもとおとなの整形外科
内容：口述セミナー形式
「運動器疾患の即時変化と継続効果を考える」沖縄こどもとおとなの整形外科 比嘉俊文
「連合弁膜症に対する心臓リハビリテーション」うむやすみゃあす・ん診療所 池原匡
「ＣＲＰＳ患者への関わりを通して」北部地区医師会病院 小西貴
「脳卒中片麻痺患者に対する随意性改善アプローチ」丸山病院(福岡県) 吉田大地
受講費：4500円
定員：30名（先着順）
申込み：メールにて件名を「難渋解決」として、①氏名、②所属先、③連絡先（PCmail）をご明記のうえ、下記連絡先
までご連絡ください。
事務局：Updraft physio 比嘉 俊文
updraft_seminar@yahoo.co.jp
フラットぷらっと2015 in 沖縄
開催日：平成27年7月19日(日) 10:00～18:00
会場：琉球リハビリテーション学院
内容：臨床デモ形式 大会長：比嘉 裕（Undoya）
全国から集まる熱い臨床家が臨床に近い治療デモという形で発表致します。オーディエンスとのディスカッションから
セラピーを深めていく大会です。
受講費：3000円
定員：100名（先着順）
申込み：今大会はセラピスト参加（治療デモ）、オーディエンス参加（観覧）を設けています。メールにて件名を「フ
ラぷら2015」として、①氏名、②所属先、③セラピストorオーディエンス、④懇親会参加の有無をご明記のうえ、下記
連絡先までご連絡ください。
事務局：フラットぷらっと2015実行委員長 比嘉俊文 flatprat2015@yahoo.co.jp
「NPO沖縄呼吸ケア研究会」定例勉強会のご案内
日時：2015年5月1日(金)・6月5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5月23日(土) 19:00～20:00
※毎月第四土曜日
会場：大浜第一病院 リハビリテーション室
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（0905723-2438）まで
「第25回沖縄呼吸ケア研究会セミナー」のご案内
内容：教育講演「呼吸ケアと栄養」・特別講演「急性期の栄養管理」・パネルディスカッション「Q&Aで学ぼ
う!! 気道管理と呼吸ケア」
※3学会合同呼吸療法認定士(25点)、日本理学療法士協会認定内部障害理学療法認定士(5点)を取得可能。
日時：2015年5月16日(土) 9:50～17:00 (9:30受付開始)
会場：浦添産業振興センター 結の街
参加費：5500円 (4月16日よりe-プラスとコンビニマルチメディア端末にて販売中)
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/
｢セラピースクールA&S 総合コース：脳卒中片麻痺；整形/スポーツ障害｣
内容：痙縮を含む片麻痺の病態の理解と筋骨格障害及びスポーツ障害の基礎を学習し、クリニカルリーズニング
(臨床推論)に基づき評価治療を進める方法を学びます。世界的に”クリニカルリーズニング”はセラピストに
とって必須の能力になっています。
日時：2015年6月4日～6日
会場：北谷商工会議所（予定）
対象：理学療法士、作業療法士、柔道整復師
会費：40000円
定員：8名
講師：勝浪省三；理学療法士
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
ルセラピーインストラクター
申し込み：氏名、所属、職種、PCメールアドレス、講習会テーマをメールで勝浪までお願いします。
s-k.course@hotmail.co.jp 詳細：www.pnf-groovy.com
主催：医療法人葵会 企画運営：セラピースクールA&S
｢座位～移乗動作に対するアプローチ｣
内容：1 座位の診かた
2 座位、静的/動的安定性の改善方法
3 移乗動作の改善方法
4 移乗動作の介助方法 5 その他
＊この勉強会はセラピースクールの紹介セミナーの位置づけとなります。
日時：2015年6月7日(日) 10時～16時
会場：ごきげんリハビリクリニック
北中城村字島袋1253-4
参加費:5000円
定員30名
対象：理学療法士、作業療法士
講師：勝浪省三；理学療法士、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
セラピーインストラクター
申し込み： 氏名、所属、職種、PCメールアドレス、勉強会テーマをメールで勝浪までお願いします。
s-k.course@hotmail.co.jp 詳細：www.pnf-groovy.com
主催：医療法人葵会 企画運営：セラピースクールA&S
テーマ：腰部について
主催：沖縄リハビリテーション福祉学院同窓会
内容：講師：理学療法士 仲間栄二
日時：平成27年6月24日（水）19：00～（受付18：30～）
場所：沖縄リハビリテーション福祉学院
受講・参加費：同窓生（会費納入者）300円、同窓生（会費未納者）500円、同窓生外500円
定員：40名
対象者：医療従事者
申込締切日：平成27年5月1日～平成27年6月23日
申込み方法：メールでの申込みとなります。 宛先：okireha.dousoukai@gmail.com
件名：「小勉強会①」、内容：①氏名、②所属、③同窓生（卒業期）or同窓生外、④経験年数
問合せ先：沖リハ同窓生学術部：仲宗根真奈美（沖縄リハビリテーションセンター病院）
[問合せ先] okireha.dousoukai@gmail.com

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

