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日時：平成27年7月18日（日） 12時30分～17時
場所：沖縄県総合福祉センターゆいホール
音楽祭参加者：約150名
活動内容：会場設営・撤去、駐車場～会場までの移動介助、会場内移動介助等
サポーター：①上原 亮（デイサービスいちまん）②宮里朝康（ファミリークリニッ
クきたなかぐすく）
パーキンソン病友の会の当事者・家族が企画運営する第2回の音楽祭で、舞台と客席
は、終始アットホームな雰囲気の中での開催であった。会場内では、久しぶりの再会
を喜び抱き合う姿もあり、8年前に沖縄県理学療法士協会が企画運営していた地域リ
ハ交流会を思い出す場面もあり、当事者・家族が久しぶりの仲間と再開を果たすこと
が出来る一年の目標となるイベントになっていると感じた。
イベント終了後の片付け時間に入ると、薬が切れ動きが止まり歩行介助が必要という場面もあり、一日の中でも時間
帯で動きに変動が見られ、体調管理に苦慮しながらもイベントを運営している当事者の姿を見ることが出来た。この
会の存在意義は大きく、今後もサポートが必要であることを強く感じた。
一緒に参加してみませんか、元気が貰えますよ。（地域支援部 宮里朝康）

スポーツ事業部では、沖縄県高校野球秋季大会のサポーターを募集します。先の選手
権大会県予選では、おかげさまで、全試合をサポートする事が出来ました。しかし、サ
ポーターの数が十分ではなく、アクシデントや気分不良者等の対応が中心のサポートに
とどまっています。試合後の投手のストレッチング等も予定していますので、多くのサ
ポーターの参加が必要です。初めての方の見学も大歓迎です。ぜひご応募下さい。

【大会名】第65回 沖縄県高等学校野球 秋季大会
【内容】球場医療サポート、試合後コンディショニング
【日時】平成27年9月5日（土） ～ 10月4日（金）
【球場】セルラースタジアム、北谷公園野球場、コザ信金スタジアム、宜野湾球場
【対象】沖縄県理学療法士協会会員
【事前講習会】平成27年9月10日（木） 19:30 開催 ※サポート内容の説明も行います。
【連絡先】sportsjigyobu@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）

■■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。

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/

平成27年度 沖縄理学療法講習会
第1回講習会 内部障害 循環器
医療・介護施設の現場で遭遇する高齢者の心不全・心疾患そのリハビリテーション介入時のリスク管理や臨
床に基づいた治療技術の知識を学べる講習会です‼このチャンスに理学療法の臨床力を身に付けよう☆
日
時：平成27年09月26日（土）14:00～18:00 ※土曜の開催です。お間違いなく
会
場：学校法人おもと会 沖縄看護専門学校
5階視聴覚室（定員100名）
※定員に達し次第締切り致します
住所 沖縄県島尻郡与那原町板良敷1380−1
テ ー マ：「現場で遭遇する高齢者の心不全・心疾患等に対するリハビリテーション」
講
師：井澤和大 （神戸大学大学院保健学研究科）
【主要著書・研究業績】
在宅療養者の診かた～評価をプログラムに反映させる～（文光堂 2015）
心臓リハチーム医療 先導施設のノウハウとクリニカルパス集（ジャパンハートクラブ 2014）
心大血管疾患における理学療法（理学療法学 2015）
締
切：平成27年9月12日（土）迄
備
考：新人教育プログラム未修了者 → 「C-3 内部障害の理学療法」に読替 １単位取得
新人教育プログラム修了者 → 専門・認定理学療法士制度の10ポイントが取得
■■沖縄理学療法講習会に関する説明事項■■
1．理学療法士を含む医療従事者を対象とした講習会です。
2．生涯学習システムの「単位読替え」や「ポイント付与」が認定された講習会です。
※「日本糖尿病療養指導士」ポイント付与認定講習会です。
3．講習会への参加を希望される方は、メールにてお申込みください。
【宛先】ptgaku@gmail.com
【件名】「第 ○ 回 沖縄理学療法講習会 申込み」
【記入事項】
①会員番号、②氏名、③所属名、④メールアドレス、⑤職種（PT以外の職種）
※④個人設定により受信されない場合があります。個人設定についてご確認ください。
※⑤理学療法士以外の職種の方のみ、ご記入ください。
4．お申込み頂いた後に、担当者から受講可否の連絡を差し上げます。締切日までに連絡がない場合は、
メールにてお問い合わせください。
【問合せ先】与那原中央病院リハビリテーション科（研修担当：平山良樹）
TEL：098-945-8101／FAX：098-945-8106
5．講習会へ参加される場合、「会員証」をお持ちいただくと受付の手続きが簡単になります。
6．受講費は、会員2,000円、会員外5,000円です。
※両替作業の削減及び手続き時間の短縮化を図るため、「お釣り」が無いように! 準備をお願いします。
7．受付は、オリエンテーション後に行います。この方式で行うことで、受付・会計が円滑に行えます。
ご理解とご協力をお願いします。
8．生涯学習に関する質問やお問い合わせは、休憩時間にお願いします。
質問内容は、「問い合わせ書」に記入して提出してください。後日ご返答いたします。
※「問い合わせ書」→沖縄県理学療法士協会ホームページ（会員の方のみ）
新人教育プログラム研修会について
台風のために延期になっておりました、中北部ブロック新人教育プログラムの日程が決まりましたのでご報
告致します。卒業生の皆様、または、まだ修了してない会員の皆様の参加をお待ちしております。
■■平成27年度新人教育プログラム研修会日程のお知らせ■■
○中北部ブロック 新人教育プログラム研修会
⽇ 程

平成27年10⽉18⽇（⽇）・25⽇（⽇）

場 所

琉球リハビリテーション学院

内 容

受付08:45〜

住所：国頭郡⾦武町4348-2

[18⽇（⽇）]

[25⽇（⽇）]

09:00

オリエンテーション

09:00

オリエンテーション

09:30

B-1 ⼀次救命処置と基本処置

09:30

A-3 リスクマネジメント

10:40

B-2 クリニカルリーズニング

10:40

A-4 ⼈間関係および接遇

11:50

B-3 統計⽅法論※1

11:50

D-2 ⽣涯学習と理学療法の専⾨領域

13:30

A-1 理学療法と倫理

13:30

E-2 コーチングとティーチング

14:40

A-5 理学療法における関連法規

14:40

A-2 協会組織と⽣涯学習システム

15:50

D-1 社会の中の理学療法

※1：学士・高度専門士を取得した会員はB3・B4が免除となります。平成24年度以降の入会者
から適応です。
■■研修会に関する説明事項■■
※参加費は１講座５００円です。 お釣りが無いように準備をお願いします。
1．研修会の対象は、新人教育プログラム未修了の会員です。
2．会員が所属しているブロックに関わらず、すべての研修会へ参加することができます。ブロックで参加者を
限定しておりません。お近くの会場、都合のよい日程にご参加ください。
3．新人教育プログラム研修会や他の講習会、学術大会等に参加される際には、必ず「会員証（楽天カードでは
ありません」をご持参ください。
4．新人教育プログラムに関するお問い合わせは、沖縄県理学療法士協会のホームページの「問い合わせ書（会
員）」に「新人教育プログラムについて」という題をつけてお問い合わせください。後日ご返答いたしま
す。

スポーツ事業部 講習会③のご案内
【テーマ】沖縄県秋季高校野球大会 医療サポート事前講習会
【内 容】選手権大会事例報告・検討会、熱中症等の対応事例の報告と検討会、
ダイナミックストレッチの実技練習
※秋季大会サポート打ち合わせ
【日時】平成27年9月10日（木） 受付：19:00 ～
講習会：19:30 ～ 21:30
【場所】大浜第二病院 2階リハビリスペース 【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③ 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：sportsjigyobu@yahoo.co.jp 受付担当：スポーツ事業部 楠木力（沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院）
＊ 締め切り9月3日（木）
秋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。
スポーツ事業部 講習会④のご案内
【講師】久保田 正一
野球専門理学療法士
（ベースボールステーション）
【テーマ】野球選手に対する機能評価・アプローチ方法 ～野手編～
【内容】機能評価、フォーム解析、アプローチ方法などの実技講習
【日時】平成27年11月21日（土） ＊13:00 受付開始
13:30 講習開始 18:30 講習終了
【場所】沖縄リハビリテーションセンター病院 （8F会議室）＊沖縄市比屋根2-15-1
【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 ￥2000
非会員 ￥5000
【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④ 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：sportsjigyobu@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11月7日（土）
通所リハ勉強会のお知らせ
テーマ：｢同規模の通所事業所で工夫している点や困っている点を意見交換し、ひとつでも解決しよう！！｣
内容：最近、様々な事業所からリハビリに関すること、送迎に関すること、書類に関することなどを質問され
る方が多く、通所事業部として嬉しく思っています。今回、通所事業所の規模別で意見交換を行い、他事業所の
工夫している点を持ち帰って活用して頂きたいと思います。また、困っていることがあれば相談し、少しでも解
決へ導けるよう意見交換を行いましょう。
日時：平成27年10月13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 通所事業部
参加費：無料
＊通所事業部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】
勉強会申込時に事前調査をさせて頂きますので、内容に漏れが無いようお願いします。また、事前準備があり
ますので、早めの申し込みをお願いします。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職場 ③職種 ④臨床経験年数 ⑤PT会員or非会員

⑥部署（通所リハ・通所介護・その他） ⑦規模（通常規模・大規模１・大規模２・その他）
⑧セラピスト体制 PT 名、OT 名、ST 名、その他（柔道整復師など） 名
⑨介護士 名、看護師 名、その他 名
⑩工夫していること（他事業所へ教えてもいいこと） ⑪困っていること（相談したいこと）
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9月30日（水）
✽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。

第19回クリニカル・クラークシップ研修会「臨床実習受け入れ施設の役割について」
開催日：平成27年11月15日（日） 9：00〜16：00
会場：豊見城中央病院5階 多目的ホール
対象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
内容：卒前・卒後と継続した臨床教育を進める上で、「臨床実習受入れ施設の役割」について取り上げ、クリニ
カル・クラークシップの実践方法などわかりやすくお伝えします。
講師：中川法一、日高正巳、吉川法生（セラピストのためのクリニカル・クラークシップ会長、副会長）
定員：100名
参加費：会員1,000円、非会員3,000円
申込み：セラピストのためのクリニカル・クラークシップ研究会ホームページからお申し込み下さい。
http://reh-ccs.kenkyuukai.jp/
問合せ：akiko@fruition.co.jp （事務局：西川）
ボバースコンセプトインフォメーションコースin沖縄のご案内
1. テーマ：『成人片麻痺における評価と治療』
2. 講師：大槻利夫 上伊那生協病院 理学療法士 国際ボバースインストラクター
古澤浩生 リハビリテーション天草病院 国際ボバースインストラクター候補者
3. 日時：平成27年11月21日（土）、22日（日）
4. 会場：大浜第二病院 2階リハビリテーション室
5. 主催：沖縄ボバース勉強会
6. 定員：40名
7. 対象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
8. 内容：ライブデモンストレーション、講義、運動分析 9. 受講締切り：平成27年9月30日 (水)
10. 受講費：15,120円（税込／宿泊費・食費・懇親会費別）
11.申込方法：日本ボバース研究会のホームページhomepage2.nifty.com/bobath/ より、受講申込書を明記の
上、郵送にて申し込み下さい。※申込者多数の場合には選考基準にさせていただく場合もございます。
12.問い合わせ先：大浜第二病院 リハビリテーション科内
沖縄ボバース勉強会事務局 末吉恒一郎・長嶺元昭・屋富祖司・棚原竜一郎
住所：〒901-0215 豊見城市字
渡嘉敷150番地 TEL：098-851-0103 FAX：098-851-0200
E-mail:okibobath@yahoo.co.jp
「PTの時代はこれから！~社会・地域に信頼されて貢献できる人財」
家族や勤労者に近い「産業」PTとは。JPTAの課題では費用対効果意識の欠如、予防領域への積極的介入、産業保
健領域に携わる他職種からの信頼と認識があります。今回、産業PTの「可能性」と戦略的な理学療法展開の「重
要性」をお伝えします。
日時：平成27年10月11日（日） ①10:30~12:30 ②15:00~17:00
場所・主催：（株）aw’sc（アンフ゜リワイス゛）那覇市松尾2-17-32-1F/2F「那覇民主診療所」隣り
参加費：4.980円／＊早割3.980円 お支払：銀行振込（受理後にてご案内）
定員：各15名 対象：PT
申込締切日：9月29日／＊早割：9月15日まで
①氏名②年齢③所属先④個人連絡先⑤PC-mail⑥お申込み理由・動機
お申し込み先： kaiteki-life@hotmail.co.jp（①~⑥記入し送信）
メール題名：「広報誌申し込み」
全国脊髄損傷者連合会第39回九州ブロック会議沖縄大会
開催日：10月3日（土）10：00〜12：20
場 所：男女共同参画センターてぃるる（那覇市⻄３−１１−１）
公開シンポジウム
テーマ：「九州地域の脊髄損傷リハビリテーションを考える」
コーディネーター 安田知子氏（琉球リハビリテーション学院理学療法学科講師）
シンポジスト 渡辺良一氏（独立行政法人労働者健康福祉機構総せき損センター作業療法士）
浅野圭司氏（国立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局 別府重度障害者センター理学療法士）
安村勝也氏（医療法人タピック沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院作業療法士）
仲根建作 （特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷者協会）
沖縄ブロック活動分析研究大会のご案内
1. テーマ：『パーセプション』
2. 講師：特別講演 玉垣 努 神奈川県立保健福祉大学 作業療法士
3. 日時：平成27年10月18日（日）8:30（受付開始）～17：30

4. 会場：あめくの杜 大浜第一病院 2階ふれあいセンター
5. 主催：沖縄ブロック活動分析研究会
6. 定員：100名
7. 対象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
8. 内容：・一般演題（VTR発表）、ポスター演題（発表・実技体験）、特別講演「活動分析におけるパー
セプションを考える」
9. 受講締切り：平成27年10月4日 (日)
10. 受講費：3,500円（含：研究大会冊子代）
11.申込方法：E-mailにて、①所属、②職種、③経験年数、④懇親会参加の有無、⑤連絡先を記入の上、下記ア
ドレスまで申し込み下さい。E-mail: o_taikai@yahoo.co.jp（沖縄ブロック大会事務局）
件名：沖縄ブロック活動分析研究大会申し込み
施設ごとの申し込みの際は代表者の氏名、連絡先（メール可）を記載ください。
申し込み後、２・３日以内にメールもしくは電話にて受付受理、受講費振込先のご連絡をいたします。連絡がな
い際は下記に問合せください。
12.問い合わせ先：おもと会 大浜第一病院 リハビリテーション科
沖縄ブロック活動分析研究大会事務局
作業療法士 新里光・吉嶺浩・松原良憲
住所：那覇市天久1000番 TEL:098(866)5171 FAX:098(864)1874
E-mail: o_taikai@yahoo.co.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」
主催：日本臨床徒手医学協会
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。
■ベーシックコース
ベーシックⅠ（徒手医学の基礎と触診の基本と上肢のmobilization）
ベーシックⅡ (mobilizationの基礎とmanipulation基礎と下肢mobilization)
■アドバンスコース
腰部骨盤帯下肢Ⅲ （下肢機能障害から診る腰痛）
胸郭（下部胸郭機能障害から診る腰痛）
■ベーシックコース
ベーシックⅠ：平成27年10月24日（土）14時半～18時半・25日（日） 9時～15時
ベーシックⅡ：平成28年 2月6日（土） 14時半～18時半・ 7日（日） 9時～15時
■アドバンスコース
腰部骨盤帯下肢Ⅲ：平成27年11月21日（土）14時半～18時半・22日（日）9時～15時
胸郭：平成28年3月12日（土）14時半～18時半・13日（日）9時～15時
場所：整形外科 よざクリニック
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
「4D-CTで学ぶ関節内運動学 ～関節内運動学を基にした治療技術～」
「4D-CTで解き明かす関節内運動学」の著者でもある片岡先生を沖縄に招き研修会を行う運びとなりました。4DCTによる関節内運動の動画を解説しながら体幹から四肢に対する関節内治療の実技を行って頂く予定です。触診
から治療技術までを時間をかけ行って頂く予定なので興味のある先生や技術のブラッシュアップをしたい方は是
非ご参加下さい。
講師：片岡 寿雄先生（岩倉病院 理学療法士）
期日：平成27年11月7日・8日
時間：7日（土）14：00～17：30 / 8日（日）09：00～16：00
定員：30名程度 場所：現在調整中 受講料：両日参加10000円 7日（土）のみ4000円 8日（日）のみ6000円
申し込み内容・連絡先
①氏名②性別③職種④免許取得年（西暦）⑤所属施設⑥PDF閲覧可能なPCアドレス
⑦懇親会参加の有無⑧常時連絡が取れる携帯番号⑧項目を入力のうえ下記のアドレスへお申し込み下さい。3日
以内に返信致します。返信が無い場合はお手数ですが再度ご連絡をお願い致します。
E-mail : okinawapmr@yahoo.co.jp
沖縄Physical Medicine研究会 研修会担当：渡慶次賀寿
腰・膝の運動連鎖から捉える評価と治療戦略 ～Knee spine syndrome～【実技セミナー】
主催：Updraft physio
開催日：平成27年11月29日(日) 9:00～16:00
講師：多々良 大輔 先生（福岡志恩病院 部長）
会場：沖縄こどもとおとなの整形外科
内容：膝と脊椎は隣接関節ではないにも関わらず、症状を合併する例が多く、knee spine syndromeという概念
が提唱されている。解剖学的・運動学的な関連因子を通して、理学療法において考慮すべき点について紹介し、
実技を実践していく。
受講費：6000円（9/30以降の申し込みは7000円） 定員：30名（先着順）
申込み：メールにて件名を「多々良セミナー」として、①氏名、②所属先、③経験年数、④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：比嘉 俊文
updraft_seminar@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9月4日(金)・10月2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9月26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
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26回沖縄呼吸ケア研究会セミナー」のご案内
内容：特別講演「人工呼吸器管理におけるトラブルシューティング」石井宣大先生、
「人工呼吸に活かす呼吸生理と病態別に考える人工呼吸器管理」田中竜馬先生、
パネルディスカッション「人工呼吸器管理中の呼吸リハビリテーションQ&A」
※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9月19日(土) 9:50～17:00 (9:30受付開始)
会場：一般社団法人 沖縄県薬剤師会館（沖縄県島尻郡南風原町字新川218－10）
参加費：5500円 (8月19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/
平成27年度九州ブロック現職者講習会のご案内
1. 日 時：平成27年12月6日（日）9:30～16:30（受付9:00～）
2. 会 場：福岡国際医療福祉学院 （〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6-40 ℡092-832-1166）
3. テ ― マ： 「超音波解剖ならびに機能解剖所見と運動療法との接点」（仮題）
4. 受 講 料：研修会開催時点で日本理学療法士協会 九州ブロック会（九州各県士会）会員は無料（研修会当日
は会員カードをご提示下さい）。
5．定 員：40名 ※先着順です。締切日厳守 6．申込方法：日本理学療法士協会HP（マイページ）
7. 受付期間：2015年10月1日（木）～10月31日（土）※運動器理学療法研究部会の「運動器」ポイント認定を行
います。
8.問合せ先：宇戸 友樹
アドレス：t-uto@asojuku.ac.jp
TEL：092-436-9800

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HPhttp://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・作業療法士募集
募集人員：１名（パ－ト）
待

遇：当院規定に準ずる

勤務時間：午前9時～午後１時
休

日：土曜午後・日曜・祝祭日

給

与：当院規定に準ずる

業務内容：外来・通院患者様
の理学療法・物理療法
応募方法：電話にてご連絡下さい。
面接日を調整いたします。

〒900-0022那覇市樋川2－1－37
TEL：098-834-2700 FAX:098-834-2702

