
Proceedings of the 23rd conference of Okinawa Physical Therapy Association 2023

テーマ

期 日：2023年 2月 11日(土)

会 場：沖縄科学技術大学院大学；OIST（ハイブリット開催）

内容：特別講演 健康科学大学 高村 浩司 先生

教育講演 県立広島大学 西上 智彦 先生

シンポジウム/指定演題/口述演題/ポスター演題

主 催：公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

大会長：末吉恒一郎

（沖縄県理学療法士協会副会長/大浜第二病院）



【大会スケジュール】
大会日程表

2023年2月11日（土） ハイブリッド開催/配信会場＠沖縄科学技術大学院大学(OIST）

講演・シンポジウム
第1会場（講堂）

口述演題
第2会場（会議室1）

口述演題
第3会場（会議室2）

口述演題
第4会場（会議室3）

ポスター演題
第5会場（会議室4）

オンデマンド配信

9:00

会場受付/WEB受付

■特別講演
■教育講演
■シンポジウム
■指定演題
■口述演題

上記講演配信予定

9:30

09：45-09:55
事務連絡（Web配信・質疑応答方法の説明）

10:00
開会式 10:00-10:10

大会長挨拶 末吉 恒一郎

10:30

教育講演 10：15-11:45
慢性疼痛に必要な概念

～「中枢性感作（症候群）」「痛覚変調性疼痛」の
評価とリハビリテーション～

講師：西上智彦 （県立広島大学）
司会：島袋雄樹

（第23回沖縄県理学療法学術大会 副大会長）

教育講演
サテライト会場

11:00

11:30

12:00

指定演題 11:50-13:05
口述演題Ⅰ
11:50-13:05

口述演題Ⅱ
11:50-13:05

口述演題Ⅲ
11:50-13:05

ポスター演題Ⅰ 
11:50-13:05

12:30

13:00

昼食 13:05-14:00
13:30

14:00

シンポジウム 14:00-15:20
「新生涯学習制度における前期研修D

実地研修の取り組みについて」
シンポジスト：3名

コメンテーター：高村 浩司（健康科学大学 教授）
座長：高橋 陽

（第23回沖縄県理学療法学術大会 実行委員長）

口述演題Ⅳ
14:00-15:20

口述演題Ⅴ
14:00-15:20

口述演題Ⅵ 
14:00-15:20

ポスター演題Ⅱ
14:00-15:20

14:30

15:00

15:30

特別講演 15:25-16:55
「法人学会の方向性」

講師：高村浩司 （健康科学大学 教授）
司会：末吉 恒一郎

（第23回沖縄県理学療法学術大会 大会長）

特別講演
サテライト会場

16:00

16:30

17:00
閉会式

最優秀賞表彰式 17:00-17:20
閉会挨拶：高橋 陽（実行委員長）

17:30

【会場 案内】

〜会場〜
沖縄科学技術大学院大学

〜住所〜
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1

〜問い合わせ先〜
第23回沖縄県理学療法学術大会

事務局 仲尾次未来
Tel：098-851-0103 Mail：nakaojimirai@yahoo.co.jp



令和4年11月吉日
公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 小嶺 衛
第23回沖縄県理学療法学術大会

大会長 末吉 恒一郎

趣意書

謹啓

益々ご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。また、平素より公益社団法人沖縄県理学

療法士協会の活動に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当協会は、第23回沖縄県理学療法学術大会を開催する事になりました。

本学術大会は、1998年の第1回大会開催から、理学療法に携わる者の質の向上を図り、日

頃の研究等を発表する場として開催して参りました。また、理学療法に関わる者相互の貴

重な情報交換及び、学術研鑽の場として、本県における学術及び科学技術の新興と理学療

法の発展に寄与することを目的とし、今日まで理学療法の効果検証などを積み上げ、一歩

ずつ根拠に基づく理学療法を築いて参りました。本学術大会では、介護保険が導入された

2000年には、介護予防に対する取り組み、活動性向上など、地域に向けた取り組みを早期

に取り入れた企画をしております。

また、近年は自然災害に見舞われ、2011年東日本大震災や5年後の熊本地震と続く災害の

際も支援に向かい、復興の手立てを講じる役割を担っているところであります。

昨年は「臨床と研究の有機的融合」と題し、沖縄県の理学療法が「根拠に基づく理学療法

（EBPT）」を求めていく中で、日々の臨床と研究との関係性を深め、今後の理学療法の

一翼を担う大会となりました。

今年度から、当協会より新生涯学習システムが導入され、専門分野に特化するのみでは

なく、地域医療に携わった中で多分野に適応し、更新されたジェネラリストとしての理学

療法士を志すところであります。

当協会の学術大会において、これからの理学療法士としての在り方を考える機会とし、

今回のテーマを「生涯学習と理学療法士の未来像」と題しております。

昨年は新型コロナウイルス流行の影響により、完全オンライン開催となっておりましたが、

今回は新型コロナウイルス感染対策を講じた上で、沖縄科学技術大学院大学（OIST）での

対面及びオンラインの「ハイブリッド」で開催する予定となっております。

つきましては、本学術大会の趣旨をご理解頂き、貴社にご協力賜りたく存じます。

何卒ご配慮下さいますよう、切にお願い申し上げます。



開 催 要 網

1．名称
第23回沖縄県理学療法学術大会

2．主催
公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

3．学会テーマ
「生涯学習と理学療法士の未来像」

4．会期
2023年（令和5年）2月11日（土）

5．会場
沖縄科学技術大学院大学（OIST）【ハイブリッド開催】

6．参加者規模
約800人程度（前回大会800名；完全オンライン）

7．大会事務局
公益社団法人 沖縄県理学療法士協会
TEL・FAX 098-930-5023 URL https://oki-pt.or.jp/
担当 事務局（E-mail：okigakkai@oki-pt.or.jp）
大会ホームページ URL https://oki-pt.medimarl.net/

8．開催形式
ハイブリッド開催（感染対策を十分に講じての開催）
※状況により、WEB開催への移行あり

https://oki-pt.or.jp/
mailto:optaoffice@oki-pt.jp
https://oki-pt.medimarl.net/


募 集 概 要

1. 企業広告掲載

①バナー広告

②バナー広告＋動画広告

③企業展示
①及び②の企業広告掲載を申し込み頂いた企業様には、当日の学術

大会会場での企業展示については、無料にて受付を行っています。しかし、
展示スペースに限りがございますので、申し込み状況によってはお申し込
みを受付られない場合もございます。あらかじめご了承下さい。
【※③企業展示のみの依頼については、受付ておりません。】

2. 企業広告掲載イメージ

①詳細
a）バナー画像：jpeg、jpg、png(※png:背景色透過の場合は白に設定します)
b）画像サイズ：320×100（640px×200px）
ⅽ）動画広告 ：YouTube等へアップロード後、URLをMailにて提出

広告掲載 掲載料

①バナー広告 5,500円（内、消費税 500円）

②バナー広告＋動画広告 11,000円（内、消費税 1,000円）



②企業広告掲載日程

3. 申し込み方法
①第23回 沖縄県理学療法学術大会ホームページのGoogleフォーム、
及び事務局宛にFAXまたはメールにてお申し込み下さい。

4. 申し込み締切
2022年12月31日（土）

5. 問い合わせ先
事務局：公益社団法人 沖縄県理学療法士協会
TEL.FAX：098-938-8400 E-mail：okigakkai@oki-pt.or.jp
大会事務局担当者：仲尾次（担当者勤務先：大浜第二病院）

広告掲載 掲載期間

①バナー広告 申し込み後順次～アーカイブ配信終了迄

②バナー広告＋動画広告 申し込み後順次～アーカイブ配信終了迄

③企業展示 2023年2月11日（土）

mailto:okigakkai@oki-pt.or.jp


FAX：098-938-8400
E-mail：okigakkai@oki-pt.or.jp
第23回沖縄県理学療法学術大会
事務局 行

申込締切：2022年12月31日

貴社名

住所

〒

責任者

部署 役職

ご氏名

ご担当者

ご氏名

部署

TEL

FAX

E-mail

第23回沖縄県理学療法学術大会

企業広告申込書

【申込み・問い合わせ】
■ 事務局：公益社団法人 沖縄理学療法士協会

TEL.FAX:098-938-8400  E-mail：okigakkai@oki-pt.or.jp

■ 大会事務局担当者：仲尾次（担当者勤務先：大浜第二病院）

下記の通り広告掲載の申し込みをします

広告掲載方法

広告掲載方法 ①ホームページへのバナー広告掲載
②ホームページへのバナー広告掲載に加えて
動画広告のバナー追加

企業展示の申し込み □ 企業展示を申し込む □ 企業展示を申し込まない

広告材料の詳細
a)バナー画像：jpeg、jpg、png（※png:背景色透過の場合は白に設定します）
b)画像サイズ：320×100（640px×200px）
c)動画広告 ：You Tube等へアップロード後、URLをMailにて提出

展示物・配布物
※概略/予定で構いません

備考
※その他、ご希望・ご質問等ございましたらお書き添えください

フリガナ

フリガナ

mailto:okigakkai@oki-pt.or.jp
mailto:okigakkai@oki-pt.or.jp

