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当協会地域包括ケア推進委員会主催の「スクエアステップ講義＆体験会」が11月5日（木）
に北中城村役場で行われました。理学療法士だけでなく、作業療法士をはじめとする多職種
が50名集いました。講師はふれあい介護センターの仲里宏淳氏（介護福祉士・スクエアス
テップ指導員）と坂口美香氏（理学療法士・スクエアステップ指導員）に務めてもらいまし
た。座学の理論編では真剣な表情の受講者でしたが、実技編ではだんだんと難しくなる課題
に受講者も四苦八苦。利用者のためにというよりは自分自身のために、積極的に取り組みま
した。汗だくで課題をこなす受講者に講師からは「失敗しないように考えること、失敗した
ときに考えることが効果的」と
の助言に少し安心しながら、み
んな笑顔で楽しく、有意義な時間となりました。
講師のお二人と協力いただきました北中城村役場の皆さ
ん、ありがとうございました。
ＳＳＥ講習会は第2弾を企画中です。乞うご期待です。
（地域包括ケア推進委員会）

日時：平成27年10月25日（日）11時30分～16時30分
場所：那覇市保健所3階
１．主催：全国パーキンソン病友の会 沖縄支部
２．活動内容の詳細
車への乗り降り介助、車～会場までの移動介助、トイレ介助、会場設営、会場内移動介助
パーキンソン病に対する集団体操の実施。日常生活上で困っている動作の助言・提案等を
行った。
参加者は34名で、新規入会者が3名いらっしゃいました。トイレ動作や誘導等のサポートが
必要な方が3名いらっしゃいましたが、参加者のほとんどの方は、会場までの移動が自立しており、事故等無く安全に
交流会が開催されました。集団でのビーチバレーは非常に盛り上がり、皆さん時間を忘れ、30分間休憩なしで行われ
ました。自己紹介では、新規入会者から不安や励ましの言葉、久々に会う方同士の近況報告、病状や現状のADLを受
け入れられない方や皆様で励ましあう場面が多く、涙する場面も多くみられました。その中でもある会員様の「後ろ
を向いてもどうしようもない、ここにいる皆で前を向き、自分と向き合い、覚悟を持ってリハビリを頑張り、カラオ
ケやバスツアーに参加しよう」という言葉が印象的で、同じ疾患を皆で受けいれ、想いを共有し、改めて交流会の大
切さを感じる事が出来ました。帰宅する際には、新規入会者より「参加するまでは不安だったけど、来て良かった」
と笑顔で話されました。（地域支援部 上原 亮）

日時：平成27年9月16日
18：00～19：00
場所：県立宮古病院 1階ロビー
テーマ：「宮古島のリハビリテーション」～リハビリマップと施設紹介～
宮古島ブロックでは去った9月16日に宮古島市・宮古島医師会の主催で毎月行われている医
療講演会にリハビリテーション専門職種として講演させていただく機会をいただきまし
た。①リハビリテーションとは ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など主な専門職種
の紹介 ③リハビリテーションの流れ ④島内でリハビリを受けられる施設の紹介 ⑤今後の
展望など各施設の代表者がリレー方式で行いました。宮古島市全体ではここ数年でリハビリテーション専門職種が増
え提供体制は徐々に整いつつありますが、患者や家族、主治医、ケアマネなどがまだまだリハビリテーションに対す
る認識が低いように感じます。どのように導入していったらよいかわからない、どこにいけば相談できるのかわから
ない、そもそもリハビリテーションとは何かがわからないなどの疑問に対する解決の場が今回作れたのではないかと
思います。沖縄県は様々な島からなる島国でありますが、離島であってもちゃんとしたリハビリテーションが提供で
きるということを啓発し続けていこうと考えています。（宮古ブロック広報部 池原匡）

地域包括ケア推進委員会 委員長 神谷之美
2025年の「地域包括ケアシステム」の実現に向け、我々理学療法士が取り組むべき課題を明確にし、
リハビリテーションの専門職として必要な知識・技術を高め、地域に住む高齢者の自立支援に貢献することを目
的に平成26年5月から「地域包括ケア推進委員会」を設置し、運営を始めています。現在、月1回の「地域包括ケ
ア推進委員会」の他、『研修企画班』『人材バンク班』の二つの班が適宜会議を開催し活動を行っています。
【地域包括ケア推進委員会】
委員長: 神谷之美
[組織機能]
① 地域包括ケア推進事業を統括する。② 地域包括ケア推進事業に係る計画を立案する。
③ 地域包括ケアに関する相談窓口を設置に、県・市町村、県民、会員からの問い合わせに対応する。
④ 地域包括ケアシステムに関する教育・啓蒙活動を実施する。
⑤ 県・市町村で実施される地域賦活ケア推進モデル事業への協力（介護予防事業・地域ケア会議等）
【研修企画班】
班長:宮里朝康
地域包括ケアに係わる各種研修会・勉強会の企画、開催
□地域包括ケア推進リーダー研修・介護予防推進リーダー研修の企画・開催
□推進リーダースキルアップ研修
□地域包括ケア推進委員会定期勉強会 1回/2月
□県民公開講座の企画・開催
□その他 事業評価表の作成等
【人材バンク班】
班長:岡本慎哉
地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー両研修を受講し、地域で専門職として活動したい会員が
登録することで、自治体からの専門職派遣要請に対応できるシステムの構築。
及び、登録会員のスキルアップに関する事業の企画・運営
現在各自治体で実施している主な活動
【西原町地域型通所事業】
平成27年6月より平成28年3月まで、西原町小波津地区で
地域型通所事業を、西原町から業務委託を受け、開催して
います。本事業は、事業全体を沖縄県理学療法士協会が運
営しています。全20回のうち11回目が終了していますが、
地域の高齢者が毎回楽しそうに運動や、健康講座に参加し
ています。見学も大歓迎です興味のある会員は、開催日時
を確認の上、いらして下さい。
地域型通所事業「こはつ教室」風景
【浦添市・西原町二次予防訪問事業】
浦添市及び西原町より事業委託を受け、各自治体在住の高齢者を担当保健師と訪問し、必要な評価・環境整
備・運動指導を実施しています。1件当り3～4回の訪問を行いますが、本人にあった運動の指導、環境整備等の
他、包括の担当者や自治体の保健師と今後の生活支援について意見交換し、本人に合った総合事業へ繋げるよう
活動しています。派遣会員は、人材バンクから選定し、派遣しています。
【沖縄市・宮古島市地域ケア会議】
今年度県のモデル事業として開催されている沖縄市（月2回、第１．３水曜日）及び
宮古島市（毎月1回）の地域ケア会議へ専門職として会員派遣を実施しています。
最近は、嘉手納町、那覇市の包括支援センター等からも地域ケア会議へ専門職派遣の依
頼も来ており、今後は、全自治体で開催される予定なので、更に多くの依頼が来るであ
ろうと予想しています。
【会員の皆様へ】
地域ケア会議の様子
各市町村で実施される介護予防事業や地域ケア会議等へ、厚労省は理学療法士等の
専門職の積極的活用を推し進めています。今後、我々県士会も各市町村から会員派遣依頼が増えると予想してい
ます。それに対応すべく、現在リーダー研修、定期勉強会の開催。人材バンクシステムの構築など、様々な活動
をしています。会員の皆様が安心して地域に飛び出し、市町村に必要な専門職として活動できるようにする為に
実施している事業は随時見学、傍聴者を受け付けています。（要事前申し込み）
特に地域ケア会議に関しては、現在開催されている地域ケア会議の傍聴を経験した会員から優先して派遣する
予定です。地域包括ケアに係わる事業に興味がある、自分も参加したい。と思っている会員は、是非 地域包括
ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー研修をはじめとする、各研修会、勉強会の受講や、ケア会議への傍聴
をお願いします。情報は、随時HP、広報を通じて発信していきます。 こまめにチェックをお願いします。

社会保障制度改革や地域包括ケアシステム、次期報酬改定等をテーマに沖縄県理学療法
連盟主催（共催：沖縄県理学療法士協会）で研修会を開催されました。研修1では「わ
かりやすい社会保障制度とリハビリテーションの展望」をテーマに北海道から田中昌史
氏（日本理学療法士連盟会長）に講演いただき、社会保障制度の中で求められる専門職
として必要不可欠な視点を具体的にご教授頂きました。また、研修2では「リハビリ
テーション専門職に求められるアクション
～次期医療制度改革への対応～」をテーマに小川かつみ氏（日本理
学療法士協会副会長）にリハビリテーション専門職を取り巻く情勢
を踏まえたこれからのビジョンを明確に示していただき、臨床で活
躍する専門職やこれから専門職を目指す方々への貴重なメッセージ
となったのではないかと思います。今回特に印象的だったのが、所
属施設で管理職を務めている方々の参加が多く、専門職の専門的知
田中昌史 氏
小川かつみ 氏
識だけではなく、社会情勢・社会保障制度などの理解を深め、より
専門的なサービスの提供ができる環境づくりへの関心の高さを感
じました。（政治を考える委員会）
日時：平成27年11月7日（土）
場所：いちゅい具志川じんぶん館 大研修室
参加者：142名（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療関係
者・リハビリテーション専門職学生）
これからを支える仲間たち

九州理学療法士・作業療法士合同学会（11月14・15日）が大分県別府市で開催され、沖
縄県からも23題の発表がありました。例年にない盛り上がりだったこの大会で浦添総合病
院の根間明須加さんが優秀賞を受賞しました。沖縄県理学療法士協会会員の誇りであり、
励みになります。皆さんもこれまで以上に学術活動へ取り組みましょう。（広報部）
[優秀賞受賞の喜び]
私は、今年度から栄養サポートチーム（Nutrition Support Team 以下NST）として活動し、
PTとしてどのような役割が果たせるのかを模索してきました。今回、その模索した結果を演題として「術後の低
栄養患者における代謝変化時の運動負荷量の調査と今後の課題」につ
いて発表させて頂きました。この学会で優秀演題として発表できたこ
とは、研究を支援してくれたリハビリテーション部の課長を始め、当
院で積極的に活動している学会班メンバーのおかげだと感謝していま
す。今後も、今回の発表で得た課題や他院の取り組みを参考に、邁進
していきたいと思います。

去った11月7、8日に沖縄国際交流センターにて「おきなわ国際協力・交流フェス
ティバル2015」が開催され、「草の根技術協力事業」に関する報告や理学療法の
啓蒙活動を行いました。渉外部の皆様や協会会員方の協力のもと、無事に終える
ことができました。出展内容としては「フィジー・沖縄リハアイラインドプロ
ジェクト」のパネル展示と説明を中心に、体験ブースとして「糖尿病スクリーニ
ング検査」や「柔軟性テスト」等を行いました。体験ブースへ訪れる方の中には
毎年参加されるリピーターも多く感じられ、２日
間で体験ブースに参加された方は累計100人となり
ました。体験ブースに参加する方からは自身の身
体年齢や運動方法についての質問は多く、健康意識や運動習慣に興味を持つ方が目
立ちました。また、海外からの研修員の参加者も多く、柔軟性テストや運動方法に
関して楽しんで頂けたと思います。毎年行われているこのフェスティバルを通し
て、県民に理学療法士の活動を紹介し、健康意識を高めるエッセンスを紹介できた
らと考えています。（国際支援部：大城裕一郎）
We had attended “Okinawa international corporation and interaction festival 2015” November 7th, 8th. We introduced what
we have cooperated with JICA and show some self-health assessment skills to the participants. There were more than 100
participants to our booth; they were interested in that hot to management themselves healthy. There were overseas trainees
who were also interested in their health too.I would like to attend this festival regularly, and want to share our association’s
activities to the Okinawan people. (Yuichiro Oshiro)

■■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。

重要なお知らせ
平成27年10月末時点で会費未納者が多数います。お支払忘れはないでしょうか。
今一度ご確認の上、未納の場合は速やかに納入手続きをお済ませください。尚、
会費未納による会員権利を失う場合がありますのでご周知のほどよろしくお願い
します。

平成27年度県民公開講座

・スキルアップ研修会開催のお知らせ

「地域包括ケアシステム」構築に向けて、当協会では県民公開講座を下記の通り開催する運びとなりましました。
引き続き、午後には地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダーを受講した会員向けの『スキルアップ研修
会』も予定しております。先駆的に活動を始めている自治体職員から、そのノウハウを生で聴ける貴重なチャンス
です。多くの会員の参加をお待ちしています。（地域包括ケア推進委員会）
【県民公開講座】
日 時:平成27年12月5日（土） 9時30分～11時30分
会 場:さわふじ未来ホール（西原町与那城140-1）
テーマ:高知市での“いきいき百歳体操の取り組みとその効果”～介護予防は地域作り！～
講 師:小川佐知 氏（高知市健康福祉部 高齢者支援係 理学療法士）
定 員:300名（無料）
申し込み方法:E-mailで件名を『公開講座申し込み』とし、本文内に①氏名、②所属先(勤務先)、③職種、④連絡
先電話番号を入力の上、申し込み先へ送信してください。
申し込み先:entry@oki-pt.jp（沖縄県理学療法士協会 事務所）
Fax 098-930-5023
締 切 : 平成27年11月20日（金）21:00 まで
【スキルアップ研修会】
テーマ:“いきいき百歳体操”を使った地域づくり
講 師:小川佐知 氏
日 時:平成27年12月5日（土）12時30分～15時
会 場:西原町保健センター中ホール
対 象:沖縄県理学療法士協会会員で「介護予防推進リーダー・地域包括ケア推進リーダー」の養成研修を修了し
た者、介護予防事業・総合事業等市町村担当者、地域包括センター職員
定員:150名
会費:資料代として1,000円
申し込み:E-mailで件名を『スキルアップ研修』とし、本文内に①氏名、所属先（勤務先）③職種④連絡先電話番
号を入力の上、申し込み先へ送信してください。
申し込み先: 沖縄県理学療法士協会 事務所 entry@oki-pt.jp
※申し込み先は、県民公開講座と同じです。
※先着順、定員に達し次第締め切ります。
第2回 医療英会話教室のご案内
前回のメリーランド大学にご所属の“Ms. Naomi Kakazu”さんの「英字論文を読み解く」をテーマとした講義に
続き、今回は同じく米軍基地内のEDIS所属のベテラン理学療法士“Ms. Down Standley”さんを招き、彼女の得意と
する分野の紹介をしてもらいます。今回は実際の評価や治療等の実技を予定しています。英語で理学療法の説明を
聞き、英語で質問をする時間を多く設けていますので、この機会に英語で意見交換してみてはいかがでしょうか。
【テーマ】『米国理学療法士による基礎理学療法評価』～股関節疾患に関する評価他～
嘉手納Air Base EDIS(発達支援センター)勤務のベテラン理学療法士からの英語を通した理学療法実技演習に参加し
てみませんか。
【講師】 Ms. Down Standley
【日時】 12月19日（土） 19:00〜21:00
【場所】 翔南病院（2F機能訓練室）※講師都合により会場の変更あり
【参加費】会員：無料
非会員 ¥1,000
【申し込み及び問い合わせ先】 intl.opta@gmail.com （国際支援部：喜屋武）
【申し込み内容】件名に「第2回医療英会話教室申し込み」とご記入ください
氏名 ②所属先 ③連絡先（連絡が取れるもの）
【締切】 12月16日（水） ※20名程度を予定 ※参加者には終了後にアンケートのご記入をお願いしています。
平成27年度 沖縄理学療法講習会
神経系講習会
脳卒中患者への適切な治療時期を見極め、運動負荷量、アプローチ方法を考慮する事で独特なパターンを抑制
し、効率的な動作獲得を目指す。その知識・技術を学ぶチャンスです。起居動作から歩行動作獲得への治療戦略を
学ぼう‼

日時：平成28年3月12日（土）14:00～17:00
※講習会は2日間となります
3月13日（日） 9：:00～12:00
会場：大浜第二病院 ふれあいホール（定員150名） ※定員に達し次第締切り致します
テーマ：「脳卒中後遺症者の歩行・起居動作再獲得に向けた治療戦略」
講師：伊藤克浩（山梨リハビリテーション病院）
【著書】回復期リハビリテーション病棟における機能障害への取り組み 理学療法ジャーナル 医学書院2005年
半側視空間無視を呈する片麻痺患者の歩行練習 理学療法ジャーナル 医学書院2006年
ケーススタディ：脳卒中後左片麻痺者に対する運動療法 視・知覚に配慮した介入について
理学療法学 第33巻 第8号2006年
半側空間無視を伴う脳卒中片麻痺患者に対する歩行訓練の方法
MEDICAL REHABILITATION No.104 56-60,2009
締切：平成28年2月27日（土）迄
備考：新人教育プログラム未修了者 → 「C-1 神経系疾患の理学療法」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】 「神経系 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」をお持ち下さい。
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．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）
8．駐車場に限りがございます。できるだけ相乗りでのご来場お願い致します。
身体と頭と心が躍る 新たな介護予防の運動プログラム
介護予防事業、通所リハビリ・通所介護で実践できるスクエアステップエクササイズ
■日時： 平成28年1月9日（土） ９：３０～１２：３０ （受付９：００～）
■場所： 浦添市産業振興センター3階大研修室 ■講師：中垣内真樹氏（長崎大学准教授，ｽｸｴｱｽﾃｯﾌﾟ協会理事）
■内容： ○スクエアステップエクササイズってなに？ ○体験タ～イム！
○スクエアステップエクササイズ
の効果検証
○長崎県における介護予防事業での展開
○通所サービスでの展開
※内容は一部変わる可能性があります。スクエアステップ協会HP
http://square-step.org/
■対象： 介護予防事業，通所リハビリ・通所介護に関わる全ての関係者
■定員： 150名（定員に達し次第，締め切らせていただきます）
■参加費：沖縄県理学療法士協会会員：1,000円
会員外：2,000円 （当日徴収）
■申込み：★12月25日までに E-mailで[entry@oki-pt.jp]へ申込み。件名を「1月9日研修申込み」とし，
①氏名，②勤務先名，③職種，④PT会員or会員外の区別，⑤電話番号を入力してください。

国際エロンゲーショントレーニング協会主催エロンゲーショントレーニング体験会・指導者講習会のご案内
日程：平成28年1月31日(日) 時間10:00～16:00 会場：良創夢 沖縄店 〒163-0000 沖縄県那覇市松川3-2-1
参加費：体験会 3,000円
指導者講習会 10,000円（別途協会年会費が必要です）
お申し込み：協会HPよりお申し込みください。協会HP http://www.elongation.info/
エロンゲーショントレーニングとは、エロンゲーションバンドを使用した全く新しい体幹・四肢トレーニング方
法です。体幹と四肢を同時にトレーニングすることで柔軟性と体力、バランス能力を高め、健康な身体作りをサ
ポートします。エロンゲーショントレーニングを医療・介護・健康増進分野にて広く活用していただきたいと考
えております。詳しくは国際エロンゲーショントレーニング協会HPよりご参照ください。
http://www.elongation.info/

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Ⅱ (mobilizationの基礎とmanipulation基礎と下肢mobilization)
■アドバンスコース
胸郭（下部胸郭機能障害から診る腰痛）
日時：■ベーシックコース 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 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
「kinesiology運動科学から学ぶPT・OT ～関節内運動学を基にした治療技術～」
PT・OTの基礎学問であるKinesiology：運動科学を基にPT・OTの治療技術を科学的にどう臨床に結び付けるかを
今年は教授頂く予定になっております。また、伝統的運動療法から最新の知見を踏まえ最新の治療技術を一緒
に指導して頂く予定になっております。
講師：宇都宮 初夫先生（JM研究所 所長 理学療法士）
期日：平成28年１月30日・31日 時間：30日（土）14：00～17：30/31日（日）9：00～15：30
場所：現在調整中
受講料：両日参加10000円
30日（土）のみ4000円 31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のお申し込み下さい。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
テーマ：肩関節疾患に対する診断と治療・コンディショニング
内容：野球選手に対する診断、治療、コンディショニング
講師：原 正文（久恒病院 院長、福岡ソフトバンクホークス肩担当ドクター）
緒方 隆裕（久恒病院 リハビリテーション部 副部長 PT）
会場：沖縄県立博物館・美術館3F講堂 日時：平成28年2月6日（土）17時〜20時（開場17時、開演17時15分）
定員：200名
〆切：2016年１月20日＊定員になり次第〆切 対象・参加費：医療従事者3000円 指導者・保
護者1000円 学生500円
申し込み方法：氏名、所属先、対象（例：学生）、メールアドレス、勉強会名を明
記しginosei_reha811@yahoo.co.jpまでお送りください
担当：福地
【平成28年度 沖リハ同窓会大勉強会】
大勉強会①[テーマ]歩行の評価と治療
[講師] 弓岡 光徳先生（宝塚医療大学 理学療法学科 副学長） 翻訳著書：ペリー歩行分析（医歯薬出版）
[日時]平成28年1月17日（日）9：00～13:00 [会場]沖縄リハビリテーション福祉学院6階
[定員]60名
[対象]医療従事者 [受講費]同窓生1000円（会費納入済み者）、同窓生(会費未納者)3000円、同窓生外3000円
[申込み]平成27年12月1日～平成28年1月16日[申込み方法]メールでの申し込みとなります。
1月16日（土）に懇親会を予定。
宛先：okireha.dousoukai＠gmail.com
件名：「大勉強会①」 内容：①氏名、②所属、③同窓生（卒業
期）or同窓生外 、④懇親会参加の有無
[問い合わせ先] 沖リハ同窓会学術部：仲宗根真奈美（沖縄リハビリテーションセンター病院）G-mail：
okireha.dousoukai＠gmail.com
[お願い]受付時の混雑予防の為、必ず事前申込みの上ご参加くださいますようお願いします。
第12回 肩関節セミナーのご案内
【テーマ】肩関節周囲炎(凍結肩)
【日時】平成27年12月8日（火）19：30～21：30（受付19：00～）
【場所】てるクリニック２F（新都心 楽市の裏）
【発表施設】はえばる北クリニック、与那原中央病院、ｽﾎﾟｰｸｸﾘﾆｯｸ、沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院
【対象】PT、OT、医師【参加費】100円 【申し込み方法】件名に「肩関節セミナー申込み」と入力ください。
①所属施設、②氏名、③職種、④連絡先、⑤次年度の肩に関するテーマの希望があれば入力ください。（例：
投球障害など）を入力し、下記アドレスまで送信して下さい。 申込先（Email）:ptmiyahira0209@yahoo.co.jp（担当：宮平）
【締切り】平成27年12月7日（月）まで
【問い合せ先】（医）千樹会 はえばる北クリニック 098-987-0011 担当：宮平雅史
平成27年度成人片麻痺における環境適応講習会＜in 沖縄＞
日時：平成28年2月5日(金) 19:00～21:00、2月6日(土) 9:00～18:00、2月7日(日) 9:00～18:00
テーマ：『移動空間への適応（講義＆実技）』
講師：柏塾 塾長 作業療法士 柏木正好・介護老人保健施設舞風台 作業療法士 永田誠一
大浜第二病院
作業療法士 新里 順治
他

会場：大浜第二病院 ふれあいホール・理学療法室（沖縄県豊見城市字渡嘉敷150）
主催：沖縄環境適応講習会
対象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
定員：100名
内容：講義、実技、デモンストレーション
参加費：15,000円（振込手数料、懇親会費・弁当代別）※振込先は受講可否決定時にご連絡致します。
懇親会：2日目終了後に懇親会を予定しております。是非ご参加下さい。
申込方法：パソコンからのE-mailより、以下の内容を明記の上ご送信下さい。
1.施設名、2.施設住所、3.電話番号、4.氏名、5.職種、6.経験年数、7.環境適応講習会受講の有無、8.Bobath
コース受講の有無、9.懇親会参加、10.メールアドレス、11.昼食希望
※詳しくは、環境適応講習会ホームページ http://www.kanteki.net/ をご覧下さい。
申込締切：平成27年12月中旬 問い合せ・申し込み先：沖縄環境適応講習会事務局okinawakanteki2＠gmail.com
(＠は半角@に直してご送信下さい。)〒901-0215 沖縄県豊見城市字渡嘉敷150 TEL098-851-0103 大浜第二病
院リハビリテーション科 新垣明利・馬場隆
「NPO沖縄呼吸ケア研究会」定例勉強会のご案内
日時：2015年12月4日(金)・2016年1月8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/
「基礎理学療法学 夏の学校」キックオフミーティング
日本基礎理学療法学会では，形にとらわれない議論や情報交換の場として「基礎理学療法学 夏の学校」の開催
を検討しており，その前段階，キックオフミーティングとしてシニアクラスと若手研究者によるプレゼンテー
ション，研究情報交換会を開催します．
詳細はHP（http://jspt.japanpt.or.jp/jsptf/info/kick-off_meeting.html）を参照ください。
日時：2016年1月30～31日 ホテル豊の国（大分市）
締切：2016年1月10日（協会HPマイページ）
問合せ先：大分大学 菅田陽怜 097-554-7671 hsugata@oita-u.ac.jp
リハビリ研修会のお知らせ テーマ｢解剖触診徹底コース１｣
骨、筋、動脈、神経を触診でき正常か異常かを見極められる専門家を目指します
内容：○痛みの原因となる構造障害を知るための評価の勉強となります。○筋の短縮/硬結と骨、靭帯などを触
診により見極める能力を養います。○頸部、上肢、胸郭の解剖と触診の練習。○身につくまで反復して練習を行
います。
講師：勝浪省三；理学療法士 マニュアルセラピー認定インストラクター DGMSM-Japan 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
日時：2016年1月21日～23日
会場：沖縄市周辺で調整中 参加費：40000円 定員：8名 対象：PT,OT,JT
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a-shot-sho@yc4.so-net.ne.jp までお
願いします。
詳細：ホームページ URL: www.pnf-groovy.com
肩関節の機能解剖学的運動療法【実技セミナー】
主催：運動器機能解剖学研究所 事務局協力：Updraft physio 沖縄
開催日：平成28年1月30日(土)・31日(日) 15:00～19:00 9:00～16:00
講師：林 典雄 先生（中部学院大学 教授）
会場：沖縄こどもとおとなの整形外科
内容：肩関節の機能解剖に基づいた運動療法を丁寧な実技指導の下、スキルアップを図る臨床的セミナーです。
実技中心の為、軽装の準備をお願い致しております。
受講費：18000円 定員：30名（先着順）
申込み：メールにて件名を「肩セミナー」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。
※Yahooメールからの申込みはエラーが目立っております。お気を付けください。
事務局：Updraft physio 比嘉 俊文
updokinawa@gmail.com
歩行・起居のダイナミックバランス制御理論と実践 【実技含む】
講師：石井 慎一郎 先生（神奈川県立保健福祉大学 教授）
開催詳細：歩行と起居動作のバイオメカニクス3講義に分けて開催。
平成28年2月11日(木・祝) 9:00～16:00
①「歩行能力の獲得に必要なダイナミックバランス制御」 受講費：12000円
平成28年2月14日(日) 「起居（起き上がり）動作のバイオメカニクスと実践」
②【他職種向け】9:00~12:00 受講費：3000円 ※PT/OT参加可能。指導の参考に！
③【PT/OT向け】13:00～16:00 受講費：6000円
定員各30名
会場：沖縄こどもとおとなの整形外科
申込み：専用申込みフォーム http://kotuban-kenkyu-okinawa.jimdo.com/
主催：Updaft physio／沖縄骨盤計測研究会 担当：沖縄骨盤計測研究会 田村多津子
リハビリ研修会のお知らせ
テーマ｢2016国際PNF協会認定基礎コース 沖縄① 沖縄②｣
内容：セラピストにとって筋力/安定性を改善することは最重要事項ですがPNFは学問/科学を背景に筋力/安定性
を改善する方法を体系化されたもので、ヨーロッパ、韓国では政府認定の治療コンセプトであり、世界各国のセ
ラピストが臨床応用しています。患者デモ、二人一組で実際の患者様の協力により評価治療を指導のもと行うこ

とですぐに臨床に役立ち、PNFを全く知らない方でも学習可能な内容です。PNFは中枢疾患はもちろん整形疾患、
老人、スポーツ選手まで幅広く用いられています。PNF初心者の方でも参加可能です。
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
セラピー認定インストラクター DGMSM-Japan
日時：沖縄① レベル１：2016年2月4日～2月8日 レベル2：4月13日～17日
沖縄② レベル2：2016年3月9日～13日
レベル2：5月11日～15日
会場：美浜メディアステーション
参加費：100000円（10日間の金額です）定員：6名 対象：PT,OT,
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
a-shot-sho@yc4.so-net.ne.jp までお願いします。詳細：ホームページ URL: www.pnf-groovy.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。

[急 募]
平成28年度よりホームページ・広報誌等の情報管理に関する事務局機能強化のため、新規部員を
募集します。ホームページ管理、SNSなど情報ツールに関して興味のある方、持っている技術を活か
したい会員はご応募ください。情報管理を通して協会活動への参加あるいは県民への情報発信によ
る理学療法への啓発などが行えます。個人だけでなく、グループ単位でも受け付けますのでお気軽
にご連絡ください。
問い合わせ・申し込み先：taitos2001@yahoo.co.jp(城間定治）

理学療法士募集
《事業内容》老人福祉施設
《給与》184,800円～260,400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
退職共催制度有
有給・社保完備・駐車場有
制服貸与
※未就学児疾病により看護休暇
（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

理学療法士・リハビリ助手募集
募集人員：①理学療法士2名（正職員）
②リハビリ助手1名（パート職員）
勤務時間：①午前8時30分～午後5時30分
午前9時00分～午後6時00分
②概ね週24時間
休日：日曜他1日休み（シフト制）、旧盆、
年末年始
待遇：①月給 240,000円～280,000円
②時給 750円
待遇：各種社会保険完備
無料職員駐車場
交通費別途支給（上限あり）
応募方法：電話にてご連絡ください。施設
案内、面接日を調整いたします。
（担当：総務・喜友名まで）

真貼付）をご持参ください。

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

沖縄県沖縄市仲宗根町19番1号
℡：098-938-1038

