平成 30 年度第 4 回理事会議事録
開催日時：平成 30 年 11 月 28 日（水）18:00－21:00
開催場所：京都府理学療法士会 事務所
出席者 ：麻田、中本、堀江、江平、苅谷、池添、西村、田後、南角、小寺、石井、窓場、梅田、阪東、
佐藤、市橋
欠席者 ：関、伊藤
書記

：東

【報告事項】
Ⅰ．事務局
1.

総務部

・公文書発行
No.105 養成校との懇談会案内

No.106 職員派遣依頼（第 4 回理事会）No.107～110 講師依頼（京都学会）No.111

～114 講師派遣依頼（同上）No.115～118 執筆応諾御礼（同上）No.119～120 司会依頼（同上）No,121～122 司
会派遣依頼（同上）No.123～125 座長依頼 No.126～128（同上）座長派遣依頼（同上）No.129 後援名義使用承
諾書（第 4 回きょうと地域リハビリテーション・フォーラム）No.130 後援名義使用承諾書（生活機能向上研
修「排泄支援」
）No.132 講師派遣依頼（両リーダー導入研修）No.133 講師依頼（同上）
2.

財務部

会員数 2667 名（11/20 現在）
、新入会者 278 名（入金済み 262 名）
、未納退会者 50 名
3.

広報部

・1 月号 NOW の進捗状況：11/12 現在、原稿受付中。

Ⅱ．社会局
1.

地域包括ケア推進部

・京都府リハビリテーション三療法士会協議会
ベーシック研修申し込み状況（9/30→10/7）

人材養成・派遣支援事業研修会

PT：53 名、OT：22 名、ST：10 名
PT：6 名、OT：4 名

（11/3）
参加者状況（9/30→10/7）

PT：42 名、OT：17 名、ST：8 名
PT：5 名、OT：3 名

（11/3）
アドバンス研修申し込み状況（10/14）

PT：47 名、OT：18 名、ST：7 名
PT：40 名、OT：18 名、ST：6 名

参加者状況

・推進リーダー導入研修（11 月 18 日；京都医健）
受講者：12 名
2.

保険部

・HP 掲載：①10/25
論の手引き

案内

適時調査要項

③11/2

案内

②10/26

多職種による自立に向けたケアプランに係る議

医療マニュアル・介護手順書

配信

・2019 年度アンケート内容（診療・介護報酬改定の対応、影響、課題）について部会で検討

Ⅲ．学術局
1.

生涯学習部

・第 3 回研修会：申し込み者数：235 人、参加予定者数：200 人、出席者：176 人、キャンセル：24 人
・第 4 回研修会：申し込み者数：182 人、参加予定者数：179 人 、出席者：143 人、キャンセル：36 人
2.

新人発表部

・新人症例発表会（9/23）
・第 2 回研修会
3.

63 演題

参加者数：46 名

新人教育部

・第 2 回新人技術講習会（11 月 3 日・4 日）
4.

北部研修部

・第 2 回北部研修部研修会（11 月 11 日）
5.

参加者：24 名

参加者：41 名

学会部

・第 29 回京都府理学療法士学会（12 月 15・16 日、京都テルサ）講演 5、一般演題 25
前年度学会奨励賞授与式は 12 月 16 日の昼休憩時に行う。

Ⅳ．委員会
1.

災害対策委員会
１）京都 JRAT 研修会

2/23（土）

14：00～16：00、懇親会 16：00～18：00

・京都府、京都府医師会、私立病院協会の後援申請
・11 月末チラシ完成
２）会則

案内開始予定

マニュアル作成中

次回 11/16 委員会で確認

３）災害対策委員会（10/22）
・新規委員（男山病院

小村先生）

・京都 JRAT との役割分担について
・京都府士会 HP 委員会ページへの記載内容について
2.

表彰審査委員会

・平成 30 年度京都府保健医療功労者表彰（地域保健医療部門）受賞：長野真先生
11 月 12 日の表彰式には麻田会長と小寺広報部理事が出席

Ⅴ．その他
1.

京都府リハビリテーション三療法士会協議会 第４回役員会報告（11 月 8 日）

2.

PT 協会・士会役員意見交換会日程：2019 年 2 月 10 日（日）の予定

【討議事項】
1.

定款改正案について

・次年度以降、総会は 6 月に開催する方向で進めることが承認された。これにより、事業・決算の締め切りを
年度末（３月末）にすることが可能。

・現行の士会定款では第 15 条および第 37 条の通り、事業計画および収支予算案は総会において承認を受ける
こととなっており、総会において事業計画・予算案の承認を受けてからでないと事業を開始できないという定
款となっている。今後の円滑な士会運営を図るため、以下の通り、事業計画・予算案を総会の承認事項から削
除することを総会に提案することが承認された。
第 15 条 総会は、次の事項について決議する
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)事業報告と決算報告の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第 37 条

当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2

前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供

するものとする。
2.

広報部より

①ホームページを刷新し、NOW の発刊回数を年 3 回に変更することが承認された。将来的には、会員 ID に
て利用可能な「マイページ」の作成も検討。
②今後、SNS またはメーリングリストでの士会情報の発信を検討する。
③HP について、施設紹介を廃止することが承認された。今後、Cloud 系のサーバーに変更を検討するため、
見積もりをとる。
3.

来年度公開講座の講師について（公益事業部）

青山先生（京都大学）に依頼することが承認された。
4.

業務推進部懇親会の開催について

2 月 2 日の管理職ネットワークミーティングと管理者初級研修の後に開催される懇親会の会費は参加者負担と
し、士会の懇親会として周知することが確認された。
5.

研修会等における連絡のないキャンセルの対応について

PT 協会の事前申込制度の利用を検討。また、研修会参加費についても見直し、次年度の予算案審議のときに
提案する。
6.

第 30 回京都府理学療法学会の学会長について

開催日：2019 年 12 月 14-15 日

第６回日本地域理学療法学会学術大会（大会長：池添冬芽）と同時開催

学会長として江平理事が承認された。
7.

平成 30 年度協会賞候補者について

協会賞候補者について検討された。事前調査では 4 名と回答したが、各士会の推薦者数は減らされる予定。
8.

災害対策委員会より

①補正予算について承認された。
③フェイスブックへの掲載については、あくまでも士会 HP に掲載されている範囲内で掲載することが承認さ
れた。
9.

各部・各委員会次年度計画について

・士会中長期計画について検討された。
・
「ブロック化」を推進していくことが承認され、2019 年度はその準備期間とし、ブロック化を推進する委員
会をあらたに設置することとなった。
・2019 年度、社会局に「災害対策部」（田後理事担当）を新設することが承認された。
・2019 年度、委員会に「スポーツ事業委員会」
（西村理事担当）を新設することが承認された。
・会誌編集部からの理学療法京都に関する提案事項（査読委員を置き、投稿論文は査読を行う等）について承
認された。
10.

京都市障害者程度区分判定等委員会委員の派遣について

京都市より来年度委員の派遣として 5 名の希望あり。今年度の委員のうち、江平先生、宝輪先生のみ残任。推
薦者がいれば事務局に連絡することとなった。
11.

介護保険認定審査委員の派遣について

来年度委員の派遣として 11 名の希望あり。推薦者がいれば事務局に連絡することとなった（推進リーダー取
得者が望ましい）
。
12.

シルリハの取り組みについて

引き続き、業務推進部で行うことが確認された。
13.

第５回京都リハビリテーション医学研究会学術集会についての後援が承認された。

14.

スポーツ理学療法事業について

PT 協会より士会のスポーツ理学療法事業についての調査依頼がきたが、士会の事業としてはすべて「該当事
業なし」と回答することが確認された。
15.

士会 50 周年事業

京都府知事・京都市長への具体的な依頼は当該年度になってからで良いとのこと。50 周年事業の準備は来年

度より始める予定。
16.

半田協会長来京について：Ｈ30 年 12 月 20 日(木)に懇談会予定

17.

今後のスケジュールについて

三役会：仮決算〆切：

12 月 18 日(火)

計画案・予算案〆切 ：

1 月 8 日(火)

三役会 ：

1 月 15 日(火)

理事会（第 5 回)：

1 月 24 日(木)

各部出金〆切

2 月 2 日(土)

：

事業報告・決算〆切：

2 月 4 日(月)

三役会 ：

2 月 12 日(火)

理事会（第 6 回）
：

2 月 20 日(水)

監査：

3 月 6 日(水)

総会資料校了・印刷開始：監査終了後なるべく早期に
総会：

4 月 21 日(日)

