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新役員の紹介
氏名（年齢） 並河 茂（62）歳（会長）

氏名（年齢） 依岡 徹（59）歳（副会長）

所属

がくさい病院

所属

京都市身体障害者リハビリテーションセンター

略歴および
士会活動歴

1980年理事（～現在に至る）
2001年副会長に就任（～2005年）
2005年会長代行
2006年会長に就任（～現在に至る）

略歴および
士会活動歴

抱負

私が会長代行に就任したころから士会員の増加と、
他団体との連携が必要とされる状況になってきまし
た。そこでできるだけいろいろな会議に呼ばれるよ
うに、また呼ばれたら必ず出席するようにして、今
日の士会の発展に寄与してきたと考えています。医
師会をはじめ各医療福祉団体とのつながり、京都
府・京都市への働きかけをまだまだ不十分ながらも
進めてまいりました。また日本理学療法士協会にも
積極的につながりをもって接してきました。今後の
課題は市町村との連携と府会・市会議員をはじめ政
治の世界ともつながりを持てる会に、そして行政に
対しても働きかけのできる組織にすべく努力が必要
です。一方職能団体としての当士会は今後来る地域
包括システムに如何に取り組んでいくかが大きな課
題になると考え、介入していくべきであり、この点
に力を注ぎつつ外向きには考えていこうと思います。
また内なるものとしては士会員の質の向上に努める
べき行動をと考えています。宜しくお願いします。

1986 症例検討班部長
1990 渉外部部長
1994 厚生部理事
1996 福祉部理事
2000 社会局長 事業推進部理事 第11回京都学会長
2002 社会局長 広報部理事
2004 事務局長 広報部理事 法人化検討委員長
2006 副会長 事務局長 広報部理事 法人化検討委員長
2008～2014 副会長 事務局長

抱負

昭和55年京都に就職し61年から士会活動に参加
させてもらってきました。この間理学療法士を取り
巻く社会情勢は大きく変化し、日本で活動する理学
療法士の数は10万人を超えようとしています。京都
士会も会員が1900名を突破し、2000名を超えようか
という団体になってきました。それに伴って、対外
的な活動も広がり、職能集団として果たす役割も多
岐に及んできています。地域包括ケア事業も展開さ
れていきます。ますます広がるニースにこたえられ
る職能集団に成長していくことができるよう、微力
ですが頑張りたいと思っています。医療分野での活
動が多かった理学療法士ですが、生活の場で活動
する理学療法士も徐々に増えつつあります。福祉分
野も含め、職域の拡大も視野に入れつつ、情報を共
有し活動の拠点として利用できる事務所機能の充
実も進めていきたいと思っています。皆さんのご協
力をお願いいたします。

氏名（年齢） 市橋 則明（54）歳（副会長）
所属

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻

略歴および
士会活動歴

昭和60年 神戸大学医療技術短期大学部卒業後、
三菱神戸病院、神戸大学医療技術短期大学部助
手、京都大学医療技術短期大学部助教授を経て
現在リハビリテーションコース理学療法学講座運
動機能開発学分野教授。
士会活動としては、教育部長、新人教育担当理事
を経て現在副会長（学術局長）。

抱負

京都府理学療法士会の学術局には、生涯学習部、新
人教育部、新人発表部、北部研修部、学会部、会誌
編集部の6つの部があり、約2000人の京都士会員の
研修活動を支えています。2014年度の研修会の数は
19回を計画しており、1年間で新人教育プログラム
を終了できるように配慮しています。さらに新人プ
ログラムを終了し、認定理学療法士や専門理学療法
士を目指す会員のために運動器や神経系等、各領域
のポイントに対応する研修会を開催します。
京都士会主催の研修会は、講師を厳選したエビデ
ンスのある研修会のみを行っています。巷には、5
分で腰痛が治る等の効果を謳った怪しい研修会が
あふれていますが、そのような民間療法のようなエ
ビデンスのない研修会に惑わされず、京都士会主
催の研修会に参加して頂けるように全力で努力し
たいと思っていますのでよろしくお願いします。

氏名（年齢） 布川 雄二郎（53）歳（三役）
所属

済生会京都府病院

略歴および
士会活動歴

平成2年～7年 京
 都府理学療法士会 学生教育部 部長
平成8年～9年 京
 都府理学療法士会 研究部 部長
平成16年～19年 京
 都府理学療法士会 社会部 理事
平成20年～23年 京
 都府理学療法士会 社会局長 兼 職能局長
平成24年～現在 京
 都府理学療法士会 社会局長
平成20年～現在 日
 本理学療法士会 京都府代議員

抱負

今まで、社会局長として、担当している3部、
公益事業部・保険部・業務推進部の活動をマネジ
メントしてまいりました。また、近畿ブロック会
議では近畿各府県の社会局担当者との意見交換な
らびに情報収集を行いました。さらに、京都府保
険医協会とはOT、ST協会と共に定期的に懇談会
を開催し、診療報酬や監査に関する情報収集や意
見交換を行っており、学習会の共同開催も実施し
ました。今後も、各部の事業等に関して、さらに
充実できるように活動できればと考えていますの
でよろしくお願いします。
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氏名（年齢） 苅谷 康之（48）歳（三役）

氏名（年齢） 池添 冬芽（43）歳（理事）

所属

社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院

所属

京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

略歴および
士会活動歴

略歴
昭和63年3月 高知医療学院理学療法学科 卒業
昭和63年4月 西陣病院 就職 ～現在に至る
士会活動歴
平成2年～7年度 京都府理学療法士会 財務部部長
平成8年度～現在 京都府理学療法士会 財務部理事

略歴および
士会活動歴

抱負

現在京都府理学療法士会の財務を担当させて頂いて
おります。京都士会では近年大幅に会員増がみられて
おり、平成26年度には2,000名を超える組織となります。
会員数の増加と共に士会運営においても多額の経費が
必要となっており、士会の収入のほとんどが会費で賄
われております。
その為会費納入の遅れは士会の事業に大きな影響を
及ぼすことになります。
現在会費納入期限（6月30日）での未納率が40％を超
えております。この状況がニコスクレジット解約以来
持続されており、問題解消のためには楽天クレジット
又はニコス自動振替の促進が必要不可欠となっており
ます。今年度よりニコス自動振替の申し込みが可能と
なっており、クレジットには抵抗のあった会員の方に
もご利用して頂きやすくなりました。これまで以上に
啓蒙に努めていく所存です。
京都府理学療法士会がより充実した学術団体・職能
団体となる為、財務体質の改善に努めていきたいと
思っております。
会員の皆様のご協力をぜひよろしくお願い致します。

略歴
平成4年3月 京都大学医療技術短期大学部 卒業
平成4年4月 理学診療科病院 就職
平成6年4月 京都大学医療技術短期大学部 助手
平成19年4月 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
～現在に至る
士会活動歴
平成12年～23年度 京都府理学療法士会 総務部部長
平成24年度～現在 京都府理学療法士会 総務部理事

抱負

現在、京都府理学療法士会の総務部理事として、
士会事務局業務に携わっております。
近年、士会事務局においては急激な会員増、士
会法人化、事務所移転、対外的業務の増加などに
伴い、ますます膨大な事務仕事を処理しなければ
ならなくなっています。さらに、平成25年度は日本
理学療法士協会の組織再編があり、この協会組織
再編に伴う大きな制度改革にも対応すべく、士会事
務局機能の改善に試行錯誤で取り組んでおります。
このように、総務部の課題はたくさんありますが、
本士会の事務局機能ができるだけ機能的・効率的
にまわるようなシステムづくりをしていきたいと考
えています。いろいろと士会員の皆様にもご迷惑を
おかけすることがあるかもしれませんが、どうぞご
協力のほど、よろしくお願いいたします。

氏名（年齢） 石井 光昭（49）歳（理事）
氏名（年齢） 麻田 博之（49）歳（理事）
所属

医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院

略歴および
士会活動歴

平成1年～現在 医療法人社団蘇生会
平成12年～平成19年 生涯学習部理事
（平成18年～19年新人教育部理事兼任）
平成20年～現在  学術局理事
京都府理学療法士学会 第20回学会長
第9回15回準備委員長

抱負

蘇生会総合病院 麻田博之です。私は平成12年より
学術局を中心に士会活動を担当させて頂いています、
研修会開催に当たっては会員の皆様の満足度や臨床
現場で望まれている事を素早く反映できるように企
画を進めてきたつもりですがまだまだ不十分な所が
あると考えています。今年度は今まで以上に会員の
利益となり資格団体としての品格が高まるかを考え
行動しなければいけないと思っています。また、会
員数の増加ととに研修会運営も難しい面が出てきて
います、多くの会員の多方面の要望を満たしていく
には今以上に学術局として企画運営を細分化してい
く必要もあると考えています。会員の皆様の意見が
通りやすい士会運営、利益感を得られる会とするた
め努力していきますのでよろしくお願い致します。

所属

佛教大学保健医療技術学部理学療法学科

略歴および
士会活動歴

【学歴】国立呉病院付属リハビリテーション学院
理学療法学科卒業、神戸大学大学院医学系研究
科保健学専攻博士後期課程修了 博士（保健学）
【職歴】1987年市立舞鶴市民病院リハビリテー
ション科、2001年同主任 2006年佛教大学保健医
療技術学部理学療法学科、2010年～同准教授、専
門理学療法士（神経系、内部障害系）【士会活動
歴】2006年～2010年会誌編集部長、2010年～理事
（学術局）、第23回京都府理学療法士学会学会長、
第53回近畿理学療法学術大会準備委員長

抱負

現在、理学療法士の大量養成時代にあり、質の担
保と共に、2040年問題といわれる需給バランスの課
題を抱えています。不安や根強い閉塞感の声も少な
くありません。これを打破するために、将来を見据
えた取り組みが必要な時期にあります。また、京都
府は南北に長く、府下全域の社会的負託や会員の
ニーズに応えるための活動が、学術団体、職能団体
として必要と考えられます。理学療法士免許取得後
の27年間全てを京都府士会員として過ごしてきまし
た。この間の臨床と教育現場での経験、市域と北部
での勤務経験、士会活動での経験とつながりを活か
し、今後の士会活動に微力ながら尽力していきたい。
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氏名（年齢） 黒木 裕士（55）歳（理事）

氏名（年齢） 関 恵美（46）歳（理事）

所属

京都大学大学院医学研究科

所属

京都民医連第二中央病院

略歴および
士会活動歴

1980年 理学療法士免許取得
1980年 自治医科大学附属リハビリテーションセンター勤務
1984年 京都大学医療技術短期大学部・助手
2005年 京都大学医学部保健学科・教授
2007年 京都大学大学院医学研究科・教授（現在に至る）

略歴および
士会活動歴

1990年 理学療法士免許取得 石川県士会所属
1992年 京都府士会異動 福祉部所属
2008年～現在 社会局理事

抱負

社会局公益事業部担当理事として活動してきま
した。「公益事業」とは日常生活で不可欠なもの
を指しますが、理学療法士が社会のなかでどのよ
うに必要とされ、どのように貢献していくかを皆
さんの力をかり、もっと取り組みたいと思ってい
ます。

1998～2003年度 法人化検討委員長
2004～2007年度 保健福祉部理事
2008～2011年度 職能局理事
2012年度～ 業務推進部理事（現在に至る）
抱負

これまで法人化検討委員長や理事として京都府
理学療法士会の活動に参加してきました。直近の
業務推進部の担当理事としては、「東日本大震災
と危機管理」や「ハラスメント」などの講演会の
開催および「管理職ネットワーク」ならびに「小
児ネットワーク」の運営に関わりました。業務推
進部では、今後も会員の皆様の声を聞かせていた
だきながら多様な講演会を開催するとともに、新
たなネットワークを作ることや、そのネットワー
クを拡大すること等が課題になると思います。こ
うした活動の一方で、会員の皆様とともに理事会
一丸となって第53回近畿理学療法学術大会の開催
に関わりました。ご支援いただいたすべての皆様
に感謝申し上げます。
今後も理事として、皆様のご支援をいただきなが
ら京都府理学療法士会のために貢献したいと考え
ております。どうぞ宜しくお願いいたします。

氏名（年齢） 中本 隆幸（46）歳（理事）
所属

医療法人 啓信会
テーション室

略歴および
士会活動歴

略歴
平成2年 行岡病院リハビリテーション科勤務
平成5年 行岡リハビリテーション専門学校勤務

十条武田リハビリテーション病院

略歴および
士会活動歴

S62年3月 京都大学医療技術短期大学部卒
H7年3月 立命館大学理工学部卒
S62年4月 京都市身体障害者リハビリテーションセンター入職
H20年10月 佛教大学保健医療技術実習センター入職
H21年10月 宇治武田病院入職
H24年10月 十条武田リハビリテーション病院へ異動 現在に至る
H4年 調査資料部長
H10年 庶務部部長
H14年 事務局理事（庶務担当）
H16年 事務局理事（ニュース編集、ホームページ担当）
H20年 社会局理事（ニュース編集、ホームページ、調査担当）
H24年 事務局理事（ニュース編集、ホームページ担当）

抱負

事務局はあまり人前に出ず、日の当たらない仕事
ですが、会を運営する上で無くてはならない部門
です。
会員の皆さんが、見たくなるようなニュースや
ホームページができるように他役員、部長、部員
の力を借りて努力していきます。

リハビリ

平成10年 八幡中央病院リハビリテーション科勤務
平成17年 京都きづ川病院リハビリテーション室
勤務
士会活動歴
平成18年4月～ 公益事業部 部員
第23回京都府理学療法士会 学会準備委員
第53回近畿理学療法学術大会 事務局長
抱負

氏名（年齢） 島 浩人（49）歳（理事）
所属

京都きづ川病院
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このたび、理事として京都府理学療法士会の業務
に当たらせて頂くことになりました。私自身は、
医療機関は当然のことながら、教育機関でも勤務
をさせて頂きました。近年の理学療法士の業務は、
大きく3つの病期に区分されております。急性期
リハ、回復期リハ、維持・生活期リハです。それ
ぞれ分野を持つ医療機関で勤務させて頂いている
特性を活かし、臨床の現場より士会の中で意見を
述べ、会員の皆さんのお役に立てるように頑張っ
てまいりたいと思っております。また、昨今の養
成校の増加は著しいものがあります。そのことが
医療・介護施設などの臨床現場は然る事ながら、
教育機関におきましても臨床実習教育・卒後教育
として大きな問題になっていることは周知の事実
であります。教育機関を経験させて頂いた者とし
て、その分野の対策も重要な課題であると考えて
おります。もう一つは、理学療法士として一番大
きな仕事かもしれません。多くの方々に理学療法
士を認知して頂くことです。理学療法士の専門性
をよりご理解して頂くように努力をしていかなけ
ればならないと考えております。これら3つの事
柄を中心に微力ながら、ご協力をさせて頂きたい
と考えております。どうぞ、宜しくお願い致しま
す。

平成26年４月７日

京都府理学療法士会ニュース

平成25年度 第５回（拡大）理事会議事録

氏名（年齢） 今井 至（64）歳（監事）
所属

京都医健専門学校

略歴および
士会活動歴

兵庫県芦屋市立病院、滋賀医科大学医学部附属病
院、畿央大学
京都府理学療法士会監事（平成22年4月～平成26
年3月現在）

抱負
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今までに、滋賀県理学療法士会会長、副会長、
学術局長、事務局長、近畿理学療法士学会長・準
備委員長、奈良県理学療法士会事業検討委員会
委員、国立大学理学療法士会理事および学会長、
日本理学療法士協会学会評議員・代議員、第13回
世界理学療法連盟学会（W C P T）組織委員会委
員等の役職を歴任してきました。今年度より一般
社団法人京都府理学療法士会監事の3期目の監事
を引き続きさせていただくことになりました。今
までの経験を生かして職務遂行に努めます。
さて、会員数が年々増加してきていると同時に、
社会情勢に相応して理学療法士業界の変革が求
められています。また、京都は、京都府に見合っ
た理学療法士会のさらなる業務展開が肝要と理事
会参加の中から感じています。
監事は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執
行を監査する役職です。理事会においても必要に
応じ意見を述べていきます。引き続き、士会の監
事として責務を果たすべく鋭意努力してまいりま
す。よろしくお願いいたします。

日 時：平成25年10月27日（日）13：00～16：00
場 所：士会事務所
出席者：並河、依岡、市橋、布川、苅谷、黒木、関、
石井、細川、梅田、池添、山口、原、阪東
（旧姓松田）藤原、浅野（業務推進部部長
代理）、小寺（新人教育部部長代理）松田、
山本、島、今井、南角（書記）
欠席者：麻田、草下、大畑、西村
Ⅰ．報告事項
１．会長報告：京都訪問リハビリテーション実行委員
会、第2回在宅医療研修会、第８回京都訪問リハビ
リ実務者研修会、平成25年度京都府医療推進協議
会第１回実行委員会、認知症総合対策プロジェクト
全体会議、第3回在宅医療小委員会、在宅医療小委
員会研修会打ち合わせ等の報告
２．各部の平成25年度中間事業報告
【総務部】
・災害対策としてFAX連絡網による台風18号に
よる被災状況調査実施、災害リハビリテーショ

氏名（年齢） 草下 秀紀（57）歳（監事）

ン・コーディネーター研修会（12月21～22日、

所属

自宅

略歴および
士会活動歴

会誌編集 他

抱負

二期目、監事に就任いたしました。理事の業務遂
行状況や法人の財産を監査するという重責ではあ
りますが、責務を全うしたいと思っておりますの
で、宜しくお願い致します。

東京）に総務部員が出席予定。
【財務部】
平成25年度新入会219名、現会員数1979名、楽天
クレジット申込み者1112名、会費未納者188名
【広報部】
NOW7月号、10月号を予定通り発行。
【保険部】
・連携及び廃用のアンケートの実施と集計、報告
書作成中
・診 療報酬改定などの情報収集と意見交換、会
員からの問い合わせに対する返答
【公益事業部】
祗園祭りにてうちわ500本を配布（7/15）、介助
教室（12/15）、医療推進協議会フェア（12/1）、
京都府民公開講座（10/6）
【業務推進部】
ハラスメントに関する講演会（11/16）、ネット
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1 月下旬に代議員選挙の立候補受付、定数以上

【生涯学習部】

の立候補があれば選挙

技術講習会（5/19）、第１・２回研修会（7/7）、

【近畿学会】

第３回研修会（9/8）

近畿学会の進捗状況報告と理事・監事の役割確認

【新人教育部】

【表彰委員会】

新人研修会（6/2）、新人技術講習会（7/27-28、11/9-

１．会長賞表彰

10）、第１回研修会（12/1）、第３回研修会（H26.2/9）

平成25年4月6日（土）総会時に5名を表彰

【新人発表部】

２．京都府保健医療功労賞等表彰者推薦

研修会および新人症例発表会（11/24）

今年度対象者は知事賞受賞から年月が経過し

【北部研修部】

ていない理由から推薦を行わなかった。

第１回・第２回研修会（6/16）、第３回研修会・
北部症例発表会（9/22）

Ⅱ．討議事項

【会誌編集部】

１．総務部

理学療法京都の一般販売についてHPに案内を掲

・災害対策に関する士会としての取り組みについて検

載済み。

討された。まずは理事・部長の緊急メール連絡網を

【学会部】

作成することとなった。災害対策については引き続

京都学会の進捗状況の説明（10/17現在で27演題
の応募）

き理事会で検討する。
・士会事務所の会議スペースのラックの購入が承認さ

３．その他 報告事項

れた。

【事務局】

２．保険部

・総務部：公文書No.39～49号発行

・診 療報酬改定の学習会の時期について検討され、

No.39 後
 援名義使用承諾書（日本医療マネジ
メント学会第11回京滋支部学術集会）

総会と同日に開催することが決定した。
・アンケートの中などで、介護保険関係の勉強会を実

No.40 講演依頼（北部研修会主催第3回研修会）

施してほしいとの意見があり、保険部の主催で実施

No.41 講演依頼（業務推進部講演会）

していくことが決定した。

No.42 施
 設、備品使用願（介助教室 公益事業部）
No.43 後
 援名義使用承諾書（第17回京都地域

Ⅲ．次回理事会

リハビリテーション研究会）

第６回理事会

No.44 講演依頼（新人発表部主催研修会）

日時および場所：平成26年１月29日（水）19時～

No.45 講師派遣依頼（新人発表部主催研修会）

事務所にて

No.46 執筆依頼（理学療法京都）

内容：平成26年度事業計画および予算案など

No.47 地域包括ケア推進事業での連携のお願い
No.48 職員派遣依頼（第5回理事会）

平成25年度 第6回理事会議事録

No.49 設備、備品使用願（業務推進部講演会）
【選挙管理委員会】

日 時：平成26年1月29日（水）19：00～

・H26・27年度の代議員の選出について
・京都の代議員数（予定）：7名＋補欠2名（12月
1日の会員数で決定）
・選挙スケジュール（予定）
H26年1月中旬に代議員選挙告示

場 所：士会事務所
出席者：並河、
依岡、
市橋、
布川、
苅谷、
黒木、
関、
麻田、
石井、
細川、
梅田、
池添、
今井、
草下、
大島
（書記）
欠席者：島
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Ⅰ．報告事項

施設払い会員40名（うち楽天クレジット会員12名）

１．会長報告：平成25年11月2日～平成26年1月26日ま

未申込会員707名
・新入会員楽天クレジット加入率（H25.9.4現在）

でに実施された下記の報告があった。
近畿ブロック会議、近畿学術大会、京都リハビリ

H24年度116名／216名（加入率53.7%）

テーション研究会、京都私立病院協会創立49周

H25年度114名／212名（加入率53.8%）

年記念式典祝賀会、協会組織財政委員会、奈良

５．総務部 報告

理学療法士会法人設立20周年記念式典・祝賀会、

公文書No.50～73号発行

地域連携パス運営会議、京都府リハビリテー

No.50 新人教育部研修会講師派遣依頼

ション部会、京都府医療トレーニングセンター在

No.51～55 新人発表会座長依頼

宅医療実施研修会、京都府医療推進協議会イベ

No.56 地域包括ケア研修会設備、備品使用願い

ント、在宅医療小委員会、日本理学療法士協会

No.57～58 新人教育部研修会講師派遣依頼

懇親会、組織運営協議会、厚生労働省の課長補

No.59～63 京都学会座長依頼

佐と懇談、京都地域包括福祉機器展、人にやさ

No.64 京都学会講師派遣依頼

しい介護支援機器開発プロジェクト運営協議会、

No.65 新人教育部研修会講師依頼

在宅医療小委員会研修会会議、地域包括ケア補

No.66～69 新人教育部研修会講師派遣依頼

助金事業会議、京都府医療トレーニングセン

No.70 生涯学習部研修会講師依頼

ター在宅医療実地研修会、京都私立病院協会新

No.71 生涯学習部研修会講師派遣依頼

春懇親会、京都府薬剤師会「新年のつどい」

No.72 北部専門職技術向上研修会業務完了報告

２．第3回災害リハビリテーションコーディネーター

No.73 北部専門職技術向上研修会 経費支出精算書

研修会（大規模災害リハビリテーション支援関連

６．学会部 報告
・第24回京都府理学療法士学会

団体協議会主催）
12月21-22日、新宿パークタワーにおいて開催され、

参加者

京都府士会からは総務部・吉岡佑二氏が出席。

学生2名：計203名

ワークショップでは各都道府県に分かれて意見交

会員198名（他士会2名）、会員外3名、

７．新人教育部

換がされた。詳細な報告はNOWに掲載する予定。

・Ｂ－１単位がとれるように、1/26に研修会を追加

３．近畿ブロック会議報告

開催した

・ブロック長は士会持ち回りとなり、来年は京都が

８．その他

担当となる。

・2月7日（金）午後7時～ 士会事務所にて
「地域包括事業参画について」

・次回の第54回近畿理学療法学術大会は平成26年
11月3日（祝）

講師：日本理学療法士協会会長 半田先生

・次々回（兵庫大会）から２日間開催になる予定
４．財務部 報告

Ⅱ．討議事項

・H25年度新入会233名（うち入金211名）

１．平成26年度各部事業計画案・予算

・士会費納入現状報告（H26.1.16現在）

２．次期役員選挙について

会員数：1988名（うち休会115名）

立候補の締め切りは3月3日、15名以内で募集

会
 費未納入者：H24･25年度18名、H25年度107名、 ３．京都病院学会準備委員について
計125名

今回は黒木理事を推薦したが、次回からは病院

・クレジット移行状況（H26.1.16現在）
楽天クレジット申込会員1188名（うち休会15名）

勤務者から推薦する。
４．代議員選挙について

ニコス自動振替引落会員65名（うち休会4名）

三役会で各局の理事から2名ずつ選出し、立候補
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３）広報部：NOW1月号の発行を取りやめ、4月号

した

に回せる記事は残して４月号の再編集にかかる。

５．次期京都学会学会長について

４）選挙管理委員会：平成26・27 年度役員選挙告

第25回学会長は関理事。第26回学会長は４月の

示がされた。立候補締め切りは3／3まで。

役員改選後に検討する

５）公益社団法人京都府介護支援専門員会の特認

６．地域包括ケア推進担当者推薦について

理事を依岡副会長継続で推薦する。

吉田史佐男氏が承認された

６）京都市洛西ふれあいの里保養研修センター事

７．新規事務局員の雇用について

業委員会委員には関理事が継続することが了承

週15時間で募集することが承認された。

された。
Ⅲ．今後の予定
2月5日（水）平 成25年度事業報告および決算報

Ⅱ．討議事項
１．H26年度事業計画・予算

告・修正予算案の提出〆切

・平 成26年度重点項目として、①地域包括ケアに対

2月13日（木）三役会 19：00～士会事務所
2月22日（土）第７回理事会12：30～士会事務所

する取り組み、②災害対策の推進を挙げ、それぞ

3月5日（水）監査 19：00～士会事務所

れ地域包括ケア推進委員会および災害対策推進委

4月5日（土）総会 14：30～杉浦地域医療研究セ

員会の２つの新しい委員会を立ち上げて取り組む
ことが決定した。

ンター（杉浦ホール）

２．北部研修部理事のあり方について
北部担当理事が組織に存在することの意義が確認

平成25年度 第7回理事会議事録

され、具体的な方向性については三役で継続して
検討することとなった。また、北部担当理事が理

日 時：平成26年2月22日（土）12：30～

事会に出席しやすくなるよう、理事会日時の調整

場 所：士会事務所
出席者：並河、依岡、市橋、苅谷、黒木、島、関、
石井、細川、梅田、池添、今井、草下、吉

や会議の効率化を図っていくことが了承された。
３. 研修会事前登録システムに関して
研修会の事前申込み・当日受付の業者委託につ

岡（書記）

いて、平成26年度は新人教育部の研修会から導入

欠席者：布川、麻田

を検討していく。

Ⅰ．報告事項
１．会長報告：就業フェア（医療・福祉）、和歌山
県理学療法士会公益社団法人取得記念講演、清水
紘先生瑞宝双光章受賞祝賀会、日本維新の会京都

Ⅲ．今後の予定
3月5日（水）19：00～士会事務所にて監査
4月5日（土）14：30～杉浦地域医療研究センター

府総支部発足パーティー等の報告
２．代議員選挙について
代
 議員推薦者は関理事、第一補欠黒木理事、第二
補欠石井理事で推薦する。
３．各部、委員会、京都府京都市関連委員からの報告
１）総務部：公文書発行No.74～75職員派遣依頼
２）財務部：H25年度の新入会で8名が未入会・未
入金。H25年度の士会費は57名が未納
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えるカギとなることがわかりました。地域での顔の
見える関係づくり、またICFに基づいた生活機能分類
の考え方が被災者支援に重要であると学びました。

京都府理学療法士会総務部

京都府からは他に医師、看護師、O T、S T、介護

京都大学医学部附属病院

支援専門員が参加し、各職種との情報交換も行われ

吉岡 佑二

ました。京都府の問題点としては京都市域と南部、
北部との地域差、行政との連携体制の不足などの問

去る12月21日－22日に新宿パークタワー、エーザイ

題点が浮かび上がりました。京都府は自然災害等の

会議室において、第３回災害リハビリテーションコー

災害が比較的少ない県であり、災害時の体制が未熟

ディネーター研修会が行われ、京都府理学療法士会

であることがわかりました。

として参加いたしましたので、ご報告いたします。

今後、京都府理学療法士会において災害時のリハ

本研修会は2011年3月11日に発生した東日本大震災
においてリハビリテーション後方支援を主導したリ

ビリテーション支援体制の構築が必要であると感じ
た研修会でした。

ハ支援関連10団体の活動をもとに、今後起こりうる
大規模災害に向けて設立された「大規模災害リハビ

『今年度地域包括ケア推進団体等
交付金事業について』

リテーション支援関連団体協議会（JRAT）」が主催
し、災害時の関連団体、行政との連携強化、リハビ
リ支援の充実、都道府県単位での災害時リハビリ
テーション対応の強化を目的に京都府をはじめ12の

京都市身体障害者リハビリテーションセンター

府県からリハビリテーションに関連する多職種が集

今井 陽一

い開催されました。
研修会ではJ R A Tの組織紹介と災害支援の心得を

平成23年度から京都地域包括ケア推進団体等交付

はじめ、災害医療に関する基礎知識、災害リハビリ

金事業に取り組んでおり、3月7日に医師会館にてそ

テーションの概要、支援の具体的な方法などを各講

の成果を報告してきました。

師陣から講義いただきました。またチームビルディ

この事業では自立支援のための介助法の普及とい

ングの方法、コーディネーターの役割を演習形式で

うことで、いかに対象者の持つ能力を引き出すかに

学びました。さらに被災県である、新潟県、宮城県

重点を置き、能力を把握する際のポイント、適切な

のモデルケース報告が行われました。両県からは実

声かけ、対象者の動きだしを“待つ”ことの重要性

体験をもとに災害フェーズに沿った対応方法や取り

を介護関係者に対し伝えています。 “対象者の能力

組を振り返っての問題点の報告が行われ、より具体

を引き出す”という一見するとあまりに基本的な内

的な災害時のリハビリテーション対応について学ぶ

容であることから、現状おこなわれている介助との

ことができました。あわせて数年後に起こる可能性

“違い”をいかに上手く伝えられるかと苦心しまし

が高いといわれている、南海トラフ巨大地震に対す

たが、今年度は京都府介護福祉士会と連携して介助

る取り組みとして徳島県から医療体制、災害コー

法やその伝え方について協議した結果、講習会後の

ディネーター、情報共有システムについて報告があ

アンケートからも「介護職が学んだ介助とかなり違

りました。

いがあった」といった意見が多く寄せられ、上手く

研修会では災害リハビリテーションのキーワード

伝えられるようになってきたのではないかと感じて

として『地域「の」リハビリテーション』という概

います。また報告会のあとの交流会では、意欲的に

念が特に印象的で、平時からの地域リハビリテー

地域包括ケアの推進に取り組んでいる自治体や団体

ション連携体制がいざというときの被災者生活を支

とその方法や課題について意見交流をしました。
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来年度以降は、「もっと長い時間で教えてほし

８日に講習を開催してきました。受講していただい

い」、「応用的なことも知りたい」と言った声に対

たのは日々ヘルパーとして業務にあたられている

して、より受講者ニーズに沿った講習に取り組むと

方々１３名、内４名の方々は聴覚に障害をお持ちの

ともに、他団体との更なる連携も模索しつつ指導者

ため手話通訳の方にもご協力いただきました。

の養成を進めていきたいと考えています。

これまで本講習では、介助される方の能力を見極
め、適切な声かけを行い、また動きだしを待つこと
で、対象者の能力を最大限引き出すことが重要であ

『ホームヘルプステーションきこえの森で
介助教室を開催しました』
久野病院 柴田 拓哉

ると伝えてきました。今回も同様に寝返りや立ち上
がりなどの動作を三つの要素に分解し、できない所
だけを介助するようにと説明させていただきました。
我々が聴覚障害をお持ちの方々に説明するにあたり、
身振り手振りを交えたり、相手の意図をくみ取るよ

京都地域包括ケア推進団体等交付金事業として、自

う時間をかけたりするなど配慮が必要でした。これ

立支援のための介助法の普及を目的に―在宅における

は実際の介護現場でも同様だと思われます。このよ

自立支援の介護―と題した講習会を開催してきました。

うな場合、こちらの意図をどれだけうまく伝えられ

このたび『ホームヘルプステーションきこえの

るか、また対象者の能力を如何にして引きだせばよ

森』様より依頼を受け、春の気配近付く、去る３月

いのか、我々も考えさせられるところがありました。

福祉新聞
情報
痛をなくし、人材確保対策など施設経営にも役立っ

「機器格差」なくそう
施設と福祉機器 番外編
活用すればこれだけ変わる

ているからだ。
導入に際しては、年間予算の中からパーセントを
決め計画的に整備している施設、集中的に経費を投
じ整備する施設など様々だ。

施設のケアを変える福祉機器。導入・活用には多

31台のリフトを整備し、利用者全員が調整機能付

額の整備費が必要なため二の足を踏む施設は多い。

き車いすを使う鳥取県の特別養護老人ホーム「ゆう

導入・活用を勧めるにはどうすれば良いのか、高齢

らく」は2003年から10年間、毎年総収入の約1％

者施設と障害者施設、施設と在宅の間にある「機器

（500万程度）を機器整備に充ててきた。福祉用具プ

格差」を埋めるためにはどうすればよいのか、財政

ランナーの資格を9人に取得させるなど人材育成にも

面から考える。

努めてきた。
05年度に6台のリフトを導入した東京都の特養ホー

「費用対効果を考えれば、決して高い買い物では

ム「日の出ホーム」は今年度、約2000万円を掛けて

ない」リフトを導入・活用する施設長は口をそろえ

リフト整備を進めており、これに合わせ調整機能付

る。利用者に安全・安楽なケアを実現し、職員の腰

き車いすも15台購入した。この間、リフトリーダー
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ただ、高額な調整機能付き車いすの整備は大変だ。

リフトを積極的に活用している施設に共通するの
は、厚生労働省の助成金を活用していること、調整

「いけないと分かっていても機能低下を防ぐには家
族にお願いするしかない」とある施設長は話す。

機能付き車いすや3モーター式ベッドなど移乗関連機

「機器格差」は車いすだけではない。在宅では使

器にも費用を掛けていること、機器を使う人材育成

われていない、身体の一部を手すりの間に挟みこむ

にも投資をしていること、まず試験的に数台導入し

危険があるJIS規格外のベッドを今も使う施設は多い。

ノウハウを積み上げた後に本格導入していることだ。

マットレスも在宅では年1回丸洗いされているが、施

「総収入の1％を機器に使うルールを固定化した

設では何年も使いまわされることがある。実際、施

い。」というゆうらく。「5年割賦で2000万円を返済

設にもレンタルする福祉用具貸与業者は、施設の機

していく」という日の出ホーム。両施設を運営する

器の古さや汚さに驚くことが多いという。

法人の規模は決して大きくないが、機器にかける費

現行のレンタル制度では、新製品を売りたいメー

用は多い。それができるのは機器の導入・活用を法

カーから旧製品を使わないよう言われたり、利用者

人・施設の重要事項に位置付け、理事長と施設長が

から中途解約を求められたりすると貸与業者は応じ

揺ぎない方針を持ち進めているからだ。

ざるをえない。機器をレンタルできる期間は短くな

「施設にもレンタル制度を適用してほしい」。リ

り、必然的に価格は高くなる。

フトを活用している施設からそんな声が上がってい

一方、3～6年など契約期間がレンタルより長く、

る。リフトを使うには3モーター式介護ベッドのほか

中途解約できないリースならば、今のレンタル制度

にアームサポートなどが外れ、安定した座位を確保

より安い価格で安全・清潔な機器を提供できる可能

できる調整機能付き車いすが必要だが、そこまで手

性があるという。

が回らないという。

施設の努力だけでは機器の導入・活用は進まない。

高齢者施設の車いすは、安価な「標準型介助用」

助成やレンタル制度の見直しを含め、もっと制度的

「同自走用」「リクライニング型」が多い。一方、

な後押しが必要だろう。

障害者施設では、障害者総合支援法の補装具支給制

＊福祉機器導入に対する助成金

介護労働環境向上

度によりオーダーメードの車いすを製作できる。在

奨励金

宅高齢者はレンタル制度で調整機能付き車いすを使

移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降

える。

機能付き車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、昇降

高齢者施設の利用者も身体障害者手帳があれば支

装置、車いす体重計、自動排泄処理機などが対象

援法により車いすを製作できるが、ほとんど申請さ

（2014年1月27日 福祉新聞より抜粋）

れていない。レンタルもできるが、費用はすべて施
設負担。ティルト・リクライニング車いすを5台レン
タルしている特養ホームの負担は年間30万円に及ぶ。
高齢者と障害者、施設と在宅の間で生じている
「機器格差」。在宅で使っていた調整機能付き車い
すが施設では使えず、入所後に機能低下する高齢者
が出るといった問題も生じている。
施設の中には、家族に調整機能付き車いすを購入
してもらっているケースもあるが、厚労省老健局振

編集者より
以前とりあげた福祉機器の記事のシリーズです
が、財政面からの考えと福祉機器の助成金など
の情報が掲載されています。また、今回の記事
は施設の内容ですが、病院でも同様のケースが
あると思います。 施設・病院とも、福祉機器
が充足していないために、利用される方の機能

興課は「どんな種類をそろえるかまで定めていない

低下が起きるなどのケースが少しずつでも無く

が、車いすは施設が整備すべき備品。個人に負担さ

なるように、という願いもこめてこの記事を紹

せるものではない」というスタンスだ。

介します。（鎌田 香織）
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◀各部からのお知らせ▶
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による士会事業の停止や中止が起こる可能性もあり
ます。
そのような事態を避ける為、まだクレジットの申

●財務部からのお知らせ●

し込みをされていない会員の方は、早急に協会ホー

★Ｈ２６年度会費納入について★
●楽天クレジット・ニコス自動振替に申し込みの方
へ
Ｈ２６年度会費の引落は５月２７日に引き落とし
されます。

ムページ（マイページ）より申し込みをお願い致し
ます。
楽天クレジット申し込みの方法は、士会研修会に
て配布しているチラシまたは協会からの案内を参照
して頂くか、直接協会事務局までお問い合わせ下さ

●楽天クレジット未申し込みの方へ
現金にて会費を納入される会員の方は、６月３０
日が納入期限となっております。
円滑な士会運営のため、必ず期日までに会費を納
入して頂きます様お願い致します。
Ｈ２５年度分未納の方は２年分の納入が必要とな
りますのでご注意下さい。
会費未納の会員の方が研修会に参加された場合、
会員外（５，０００円）の会場整理費が必要となり
ます。

い。（電話番号：０３－６８０４－１４２１）
★会費納入証明証・クレジット証明証について★
京都府理学療法士会では研修会受講時に会費納入
の確認として各証明証のご提示をして頂いておりま
す。
クレジット証明証をお持ちの方は今年度以降も同
様に研修会受付にてご提示ください。
現在クレジット以外にて会費納入されておられる
方（ニコス自動振替・現金振込・施設払い）は会費

★継続会費

：１９，０００円

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

納入後に事務所より２６年度の会費納入証明書が送
付されてきますので会員証に貼付されているシール
を貼り替えて頂きますようにお願い致します。（Ｈ

（免許取得年度入会）：１８，０００円

２５年会費納入証明証は無効となっております）
楽天クレジットにすでに加入しておられる方には、

・銀行振込

クレジット証明証（赤いステッカー）を昨年から順

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

次送付しておりますが、お手元に届いておりますで

普通預金 ００５３７３１

しょうか。もしまだ届いていない方がいらっしゃい

一般社団法人 京都府理学療法士会

ましたら、事務局までお問い合わせ下さい。お持ち
の方は日本理学療法士協会の会員証のオモテ面に必

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

ず貼付して下さい。よろしくお願いします。

口座番号：００９４０－６－２８８４０２
加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

（事務局：TEL 075－741－6017
E-mail：kyoto_rigakuryouhou@yahoo.co.jp）

＊通信欄に短文が書けます。

会費についてご不明な点がございましたら、財務
部 苅谷まで御連絡下さい。

★楽天クレジット加入のお願い★
Ｈ２６年３月３日の時点にて、楽天クレジット未
申込の方が６８９名おられます。
総会員数の約４０％の方が申し込みをされておら
れない状態です。Ｈ２５年度では会費納入締め切り
時点で約６００名の方が未納でした。（Ｈ２５年
１２月末でも１６０名以上が未納の状態でした）
この現状では巨額の未納金が危惧され、会費未納
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慎一先生に、投球障害のリハビリテーショ

スタッフとして介助教室（平成25年
12月15日開催）に参加してきました
京都ＰＴ士会主催で１０年以上前から開催してい
る介助教室に参加していきました。対象は介護福祉
士の方などでした。知識や技術のある方に指導させ
ていただくのは、患者さんとは違った緊張感や大変
さがあり、改めて指導方法の難しさを感じることが

ンにおいて診るべきポイント、アプローチ
の方法についてご講義いただきます。
単 位：新人教育プログラムC-2
専門・認定理学療法士履修ポイント（運動
器）10ポイント
参加費：会員：1,000円 会員外：5,000円
学生：1,000円
※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。
※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して
ください。

出来ました。また、様々な病院で働かれている経験
豊かな先生方の指導方法などを見させていただくこ
とにより、とても勉強になり充実した一日を過ごす
ことができました。
来年も参加させていただきたいと思いますので、
是非よろしくお願いいたします。
京都民医連第二中央病院 吉原 拓平

第2回生涯学習部研修会
日 時：平成26年6月22日（日）
14：00～17：00（受付開始13：30）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室
テーマ：『糖尿病神経障害に対する理学療法の治療
戦略』
講 師：野村 卓生 先生（関西福祉科学大学）
内容：糖尿病に代表される代謝疾患に対する理学療
法へのニーズが高まるなか、評価の方法、
運動処方の方法、患者教育に関して試行錯
誤することが多いと思われます。本講習会
では、糖尿病の運動障害や運動療法を継続
させるための患者教育に関する臨床研究を
行っておられる野村卓生先生をお招きし、
エビデンスに基づいた運動処方や身体活動
（生活活動と運動）を治療手段とした多面
的な治療戦略についてご講義頂く予定です。
単 位：新人教育プログラムC-3

●生涯学習部からのお知らせ●

専門・認定理学療法士履修ポイント（内部
障害）10ポイント
参加費：会員：1,000円 会員外：5,000円

第1回生涯学習部研修会

学生：1,000円

日 時：平成26年6月22日（日）

※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。

10：00～13：00（受付開始9：30）

※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

ください。

テーマ：『投球障害に対するリハビリテーション』
講

師：千葉

慎一

先生（昭和大学藤が丘リハビ

リテーション病院）
内

容：肩関節疾患に対するリハビリテーションの

第3回生涯学習部研修会
日 時：平成26年8月17日（日）

分野で常に第一線を走っておられる、千葉
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場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。

テーマ：『行動分析学に基づく理学療法の実践

※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

－高次脳機能障害から認知症まで－』
講

師：山崎

裕司

ください。

先生（高知リハビリテーショ
生涯学習部技術講習会

ン学院）
内

容：行動分析学とは、「人がなぜそのように行

日 時：平成26年9月7日（日）

動するのか、なぜ行動しないのか」、行動

10：00～16：00（受付開始9：30）

と学習の法則を研究する学問です。患者様

場 所：京都大学医学部附属病院リハビリテーション室

のリハビリテーションに対する参加意思や

テーマ：『脊髄損傷の疫学と評価、急性期〜回復期

意欲は、リハビリテーションの効果を左右
する要因であるにもかかわらず、臨床にお

の完全・不完全損傷』
講

いて「理 学療法に参 加して頂けない」、
「意 欲 がない」、「指 示に従って頂けな

単

師：長谷川

隆史

先生（中部労災病院

中央

リハビリテーション部）
内

容：脊髄は損傷されると、障害部位から下へ指

い」、「拒否がある」等を経験することは

令が伝わらなくなる。それに伴い、運動麻

少なくありません 。このような時に、行

痺、感覚障害、自律神経障害など様々なリ

動・動機づけ・意欲・感情等が生み出され

スクや後遺症が出現します。髄節レベルご

るメカニズムを理解すればより効果の高い

とに症状が異なり、さらに不完全損傷では

理学療法が提供できるのではないでしょう

予後予測や、リハビリの進め方に難渋した

か。今回の研修会では、行動分析学に基づ

経験はないでしょうか。今回の講義では脊

く理学療法について山崎先生にご教授して

髄損傷の病態を理解し、必要なリスク管理

いただく予定をしております。

や評価方法、機能的到達目標の共通理解を

位：新人教育プログラムC-4

専門・認定理学療

深めるとともに、損傷高位ごとの動作アプ

法士履修ポイント10ポイント

ローチをご講義いただきます。

参加費：会員：1,000円 会員外：5,000円

単 位：新人教育プログラムC-1

学生：1,000円

専門・認定理学療法士履修ポイント（神

※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。
※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

経）10ポイント
参加費：4,000円（申込制）

ください。
※申し込み方法：
第4回生涯学習部研修会

技術講習会は京都府理学療法士会会員限定の事前申

日 時：平成26年10月26日（日）

込制となります。申し込みはメールでの申し込みに

14：00～17：00（受付開始13：30）

限らせて頂きます。以下の必要事項を記入の上、申

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

込専用アドレスまでメールを送信してください。尚、

テーマ：『疼痛に対する理学療法（仮）』

申込者多数の場合、抽選にて受講者を決定させて頂

講 師：森岡 周 先生（畿央大学）

きます。受講可否につきましては、後日、メールに

内 容： （未定）

てご連絡させて頂きます。

単 位：新人教育プログラムB-2

（記入必要事項）

専門・認定理学療法士履修ポイント（物理

１．氏名（フリガナ）

療法）10ポイント

２．所属（勤務先名称・勤務先住所・勤務先電話番号）

参加費：会員：1,000円 会員外：5,000円
学生：1,000円

３．日本理学療法士協会会員番号
４．経験年数（平成26年4月1日において何年目か？）
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11：00～11：40

申込専用アドレス：kyotopt.syogai@gmail.com

テーマ：「理学療法と倫理」A-1

申込締切：平成26年7月31日（木）

講 師：並河 茂 先生
（京都地域医療学際研究所がくさい病院）

※注 意事項：京都府士会に入会されていないと講習

11：50～12：30

会に参加していただくことができません。会費を

テーマ：「理学療法における関連法」A-5

納入されていない場合、入会とは認められません

講 師：布川 雄二郎 先生（済生会京都府病院）

ので、ご注意ください。

13：30～14：10

（問い合わせ先）

テーマ：「人間関係及び接遇」A-4

電話  075-781-1131 mail tokuno@kyoto-hakuaikai.or.jp

講 師：麻田 博之 先生（蘇生会総合病院）
14：20～15：50

生涯学習部技術講習会担当

テーマ：「（仮）リスクマネジメント」A-3

京都博愛会病院 リハビリテーション科 徳野未佳

講 師：松村 由美 先生
（京都大学医学部附属病院）

●新人教育部からのお知らせ●
平成26年度新人必須初期研修

【A-3、A-4単位未履修者の会員へのご連絡】

下記日程で平成26年度京都府理学療法士会新人研

平成24年4月より新人教育プログラムが一新され、

修会（必須初期研修）を開催します。各職場で新卒

日本理学療法士協会が会員包括システムにて単位管

入職者、または新人教育プログラムの必須初期研修

理を行っております。平成23年度より協会ニュース

A単位（A1～5 ）未受講者がおられる場合は、業務

やホームページ（協会・京都府士会）などでお知ら

調整のほど宜しくお願い申し上げます。新プロ履修

せしておりました通り、新たな新人教育プログラム

履歴は、日本理学療法士協会会員マイページより確

以降に際し、旧新人教育プログラムからの単位の読

認ができます（閲覧には協会から配布されたI Dとパ

替えが行われました。A-3 、A-4単位未履修の会員に

スワードが必要です）。

おかれましては、上記研修会のA-3 、A-4にご参加い

本研修会は、終日参加により新人教育プログラム

ただき、単位履修を終えられることをお勧めします。

Aの5単位が認定されます。当日の朝は受付での混雑
が予想されます。受付時間は1時間設けていますので、 問い合わせ先：
余裕をもってお越しください。なお、新人の方には

学術局 理事 蘇生会総合病院

改めて案内状をお送りする予定です。

麻田博之 soseikaihp.riha@gmail.com
新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科
建内宏重 tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp

日 時：平成26年5月25日（日）
10：00～15：50（受付開始：9：00）
会 場：京 都大学医学部人間健康科学科（みやこ
めっせから変更になりました。）

第1回新人教育部研修会
日 時：平成26年8月27日（水）
19：00～20：30（受付開始：18：30）

参加費：1000円
申込み：不要

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

内 容：

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

10：00～11：00

単 位：新人教育プログラム D-2

テーマ：「協会と生涯学習システム」A-2

テーマ：（仮）運動器の理学療法について

講 師：市橋 則明 先生

講 師：河井 祐介 先生（京都下鴨病院）

（京都大学大学院医学研究科）

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込
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み方法は、後日、京都府理学療法士会ホームページ等

京都府理学療法士会

でお知らせいたします。

平成26年度 第1回新人技術講習会
テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際

第2回新人教育部研修会

日 時：平成26年8月2日（土）～8月3日（日）

日 時：平成26年9月23日（火 祝日）

8月2日 13：00～18：40 （受付 12：30～）

13：00～14：30（受付開始：12：30）

18：50～19：50 懇親会（無料）

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

8月3日 9：00～17：10（2日間合計12.5時間）

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象

単 位：新人教育プログラム B-1

に、運動学に基づいた関節運動の評価・治

テーマ：「あっ、大変！人が倒れた！」

療方法（ストレッチング）および姿勢や動

あなたなら、どうする？

作の評価・治療方法について、講義と実技

－蘇生に関する基礎知識と心肺蘇生法の練習－

を行います。具体的には、以下の項目が含

講 師：内藤 知佐子 先生

まれます。

（
 京都大学医学部附属病院総合臨床教育・

・触診（肩・股・膝・足関節）

実習センター）

・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際

西山 知佳 先生

・関節可動域制限の評価とストレッチングの実際

（
 京都大学大学院医学研究科

社会健康医

＊受講により、新人教育プログラムB－2

学系専攻 薬剤疫学分野）

1単位が認

定されます。

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し

＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

込み方法は、後日、京都府理学療法士会ホームペー
ジ等でお知らせいたします。

講 師：市橋 則明 先生・建内 宏重 先生
（
 京都大学大学院医学研究科人間健康科学

第3回新人教育部研修会

系専攻）、京都大学大学院生

日 時：平成26年9月23日（火 祝日）

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

15：00～16：30（受付開始：14：40）

受講費：5,000円

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

定 員：40名

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円
単 位：新人教育プログラム E-1

申込み方法：下記1～4項目をもれなく明記し、メー

テーマ：「臨床実習指導者が考えておくこと

ルにてお申し込みください。

～理学療法士の発展のために～」

１．氏名（フリガナ）

講 師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）

２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話番号）

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し

３．メールアドレス（受講可否の連絡をしますので、

込み方法は、後日、京都府理学療法士会ホームペー
ジ等でお知らせいたします。

必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてください。）
４．日本理学療法士協会 入会年度
申込先：kyoto.shinjin＠gmail.com（京都大学大学

＊平成26年度より、新人教育部研修会（必須初期研
修は除く）は全て事前申込制となります。事前の申

院医学研究科人間健康科学系専攻 小山優美子）
＊メ ールの件名は、「第1回新人技術講習会

し込みをされずに当日来場されても研修会に参加し

申込

み」としてください。

ていただけませんので、ご注意ください。なお、申
し込み方法は、後日、京都府理学療法士会ホーム

応募締め切り：平成26年6月30日（月）必着

ページやNOWを通じてご案内させて頂きます。

＊応 募者多数の場合、抽選になる場合があります。
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ルにてお申し込みください。

＊7月10日を過ぎても受講可否の連絡がメールで届か
ない場合は、下記にお問い合わせください。

１．氏名（フリガナ）
２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話番号）
３．メールアドレス（受講可否の連絡をしますので、

注意事項：

必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてください）

＊同一施設から複数人申し込みをされる場合は、病
院のアドレスなど共通のアドレスではなく個人の

４．日本理学療法士協会 入会年度
申込先：yasakapos@gmail.com（京丹後市立弥栄病院

アドレスにてお申し込みください。

リハビリテーション科 安部 遥）

＊京都府士会に入会されていないと講習会に参加して

※メールの件名は、「第1回北部研修部技術講習会

いただくことができません。入金をされていない場
合、入会とは認められませんので、ご注意ください。

申込み」としてください。
応募締め切り：平成26年6月6日（金）必着
※応募多数の場合、抽選になる場合があります。ご了

問い合わせ先：

承ください。

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53

※6月16日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて届

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

かない場合は、下記にお問い合わせください。

小山優美子

注意事項：

（TEL：075-751-3935、E-mail：kyoto.shinjin＠gmail.com）

※同一施設から複数申し込みをされる場合は、病院の
アドレスなど共通のアドレスではなく個人のアドレ
スにてお申し込みください。

●北部研修部からのお知らせ●

※京都府士会に入会されていないと講習会に参加して

第1回北部研修部主催技術講習会

いただくことができません。入金をされていない場

テーマ：「脳卒中後遺症者に対する理学療法～姿勢・

合、入会とは認められませんので、ご注意ください。

運動制御の視点からのアプローチ」

問い合わせ先：

日 時：平成26年7月6日（日）9：00～14：00

〒627-0002 京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1

内 容：脳卒中後遺症者に対する神経学的理論に基づ

京丹後市立弥栄病院リハビリテーション科

くアプローチについて、座学と実技を交えて

安部 遥（E-mail:yasakapos@gmail.com）

じっくり丁寧にご教授いただきます。現在は、
訪問リハビリテーションスタッフのスーパー

第２回北部研修部主催技術講習会

バイザーとしてもご活躍されています大槻利

テーマ：「高齢者におけるベッド上姿勢の見方とポジ

夫先生（国際ボバースインストラクター）を

ショニングの基本」

お招きします。日々の理学療法展開のヒント

日 時：平成26年9月21日（日）10：00～16：00

になると思います。

内 容：ベッド上での患者様・利用者様は、局所にか

講 師：大槻 利夫 先生（上伊那生協病院）

かる圧力やズレ、筋や関節周囲にストレスが

会 場：京丹後市立弥栄病院

生じ、身体の一部や全身に緊張した状態が継

参加費：3,000円

続したり、褥瘡発生のリスクが高まります。

定 員：40名

また、ベッド上でのすべり座りのような姿勢

単 位：新人教育プログラムC-1

は、呼吸・循環障害、摂食・嚥下障害などを

専門・認定理学療法士履修ポイント（神経、

助長し、精神的にも大きな負担を強いてしま

基礎）10ポイント

います。

※本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

本研修では、高齢者のベッド上での様々な姿

申し込み方法：下記1～4項目をもれなく明記し、メー

勢体験を通じて、臥位～座位の環境が心身の
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活動に与える影響を考慮しながら、クッショ

日本理学療法士協会主催 理学療法士講習会

ン等を用いたポジショニングの基本を学習し

●下肢の運動学と理学療法A

ます。尚、研修に際しては動きやすい服装で

日 時：平成26年8月30日（土）

お越しください。また、参加者各自バスタオ
ル2、3枚を持参して頂けると幸いです。

9：30（開始）～8月31日（日）18：00（終了）
内 容：本 講習会では下肢の運動学に基づいた理学

講 師：神内 昭次 先生

療法の理論と技術について講習する。具体

（訪問看護ステーションいすず）

的には筋の機能と運動学、股・膝関節の運

会 場：市立福知山市民病院

動学とトレーニング、運動連鎖とストレッ

参加費：4,000円

チング、関節可動域制限因子の評価と治療、

定 員：30名

OKCとCKCトレーニングなどを行う。

単 位：新人教育プログラムC－5

講 師：市橋 則明 先生・建内 宏重 先生

※本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

（京都大学大学院医学研究科人間健康科学

申し込み方法：下記1～4項目をもれなく明記し、メー

系専攻）

ルにてお申し込みください。

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

１．氏名（フリガナ）

受講費：20,000円

２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話番号）

定 員：48名

３．メールアドレス（受講可否の連絡をしますので、
必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてください）

（受講者決定方法：申込締切日以降に抽選）
申込締切日：平成26年7月15日（締め切り日から10日

４．日本理学療法士協会 入会年度

を過ぎても受講可否の連絡がメールに

申込先：s pzu9cu9@live.jp（京都ルネス病院リハビリ

て届かない場合は、下記申込み先にお

テーション科 和久 靖史）

問い合わせください）

※メールの件名は、「第2回北部研修部技術講習会

申込方法：申し込み方法詳細：下記①～⑧項目を明

申込み」としてください。

記し、申し込み先E-m a i lアドレスまで

応募締め切り：平成26年8月22日（金）必着

E-m a i lにてお申し込み下さい①講習会

※応募多数の場合、抽選になる場合があります。ご了

テ ー マ 、② 氏 名（ フリガ ナ ）、③ 所 属

承ください。

（士会・勤務先施設名および所属部署・

※9月1日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて届か

〒・勤務先住所・電話番号）、④メール

ない場合は、下記にお問い合わせください。

アドレス（受講可否の連絡をするので病

注意事項：

院のアドレスなど共通のアドレスではな

※同一施設から複数申し込みをされる場合は、病院の

く、必ず連絡の取れる個人のアドレスに

アドレスなど共通のアドレスではなく個人のアドレ

してください）、⑤経験年数（

スにてお申し込みください。

⑥生年月日（西暦で）、⑦会員番号、⑧

※京都府士会に入会されていないと講習会に参加して

年目）、

本講習会への過去の申し込みの有無

いただくことができません。入金をされていない場

申込先：E-mail：kyoto.pt.seminar.kashia@gmail.com

合、入会とは認められませんので、ご注意ください。

単 位：認 定・専門理学療法士履修ポイント：20ポ

問い合わせ先：

イント

〒620-0054 京都府福知山市末広町1-38
京都ルネス病院リハビリテーション科
和久 靖史（E-mail: spzu9cu9@live.jp）
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平成26年4月
京都府理学療法士会会員各位
一般社団法人 京都府理学療法士会
会長 並河

茂

学術局長 市橋 則明

平成26年度 新人発表部主催研修会および新人症例発表会開催のお知らせ
時下、各会員におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、新人発表部主催研修会および新人症例発表会を開催いたします。研修会では、川村先生、佐藤先生
をお迎えします。川村先生には理学療法士がエビデンスをどのように解釈して用いるのか、佐藤先生には学会
発表の手順やノウハウについてご講演いただく予定です。また、症例発表会として、新たな知見や研究成果の
報告を対象としたものではなく、日ごろの臨床実践の成果や疑問点を発表していただく場を設けます。この発
表会を、理学療法士としてレベルアップするための一つの場としてご活用ください。例年多くの発表者が本発
表会で演題発表を行い、以降の学際活動のきっかけとなっています。対象会員の皆様から多くの演題をお待ち
しています。
記
新人症例発表会
日 時

平成26年11月16日（日） PM予定

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

参加費

無料

単 位

発表者：「C-6 症例発表（3単位）」が認定されます

演題募集要項
１．日本理学療法士協会会員で、京都府内に勤務している者、かつ「C-6

症例発表（3単位）」未取得者を

対象としています。
２．新人症例発表に応募される方は、あらかじめ登録を行った上で、抄録を提出してください。
●登録方法 メ
 ールの件名を、「2014新人発表会申込み」とし、①氏名、②所属、③Word、Power Point
ファイルが送受信できるアドレスを明記の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）まで、
お申込みください。申込み後、当方から返信いたします。9月15日（月）を過ぎても返信がない
場合はすぐにお問い合わせください（京都大学医学部附属病院 西村：075-751-3571）。
登録申込みE-mailの締切：2014年（平成26年）9月12日（金）17：00必着
３．抄録の提出方法等は、申込者に直接メールで送付します（締め切りは10月初めの予定）。
４．発表形式：口述発表で行います。発表時間は7分間、質疑応答は5分間の予定です。
５．抄録提出時にはWordを使用します。発表スライドはWindows Power Pointを用いたコンピュータープレ
ゼンテーションとします（Word、Power Pointを使用できる環境をご用意ください）。
６．W ordファイル等を送付しますので、ファイルを送受信できるアドレスから申込みください。また、必ず
連絡の取れる個人のアドレスとしてください。同一施設から複数人申込みをされる場合は、病院のメー
ルアドレスなど、共通のものではなく個人のメールアドレスをご用意ください。
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第一回研修会
日 時

平成26年9月23日（祝） 10：00～（受付9：30～）

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

テーマ

｢理学療法におけるEBM ～理学療法士はエビデンスをどう使うのか～｣

講 師

川村 孝 先生（京都大学環境安全保健機構健康科学センター長）

参加費

会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

		 （会員とは、日本理学療法士協会会員を指します）
単 位

「B-3 統計方法論」が認定されます

第二回研修会
日 時

平成26年11月16日（日）10：00～（受付9：30～）

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

テーマ

研究方法論（学会発表・症例発表・論文作成の方法論）（仮）

講 師

佐藤 雅昭 先生（京都大学医学部呼吸器外科）

参加費

会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

		 （会員とは、日本理学療法士協会会員を指します）
単 位

「D-3 理学療法の研究方法論（EBPT含む）」が認定されます

■ 単位認定には、日本理学療法士協会の協会会員証が必要です。持参いただけない場合には、書類記入や会
員番号の確認等、多くの作業が必要になります。協会会員証をご持参くださいますよう、ご協力をお願い致
します。
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com
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会 長 行 動 記
2013年
９月１日
４日
５日
７日
８日
11日
15日
17日
24日
26日
28日
10月３日
４日
５日
６日

22日
27日
30日
11月2日
３日
10日
15日
16日
17日
18日
25日

30日
12月1日
12日
14日
15日
16日

京都訪問リハビリテーション実行委員会）
三役会（事務所）
京都ＣＢＲ会議（リハセンター）
第2回在宅医療研修会（医師会館）
第８回京都訪問リハビリ実務者研修会（三
笑堂）
理事会（事務所）
京都府地域包括ケア府民講座（パルスプラザ）
平成25年度京都府医療推進協議会
第１回実行委員会（医師会館）
認知症総合対策プロジェクト全体会（医師会館）
第3回在宅医療小委員会（医師会館）
三団体と保険医協会の懇談会（保険医協会
事務所）
京都ＣＢＲ会議（リハセンター）
在宅医療小委員会研修会打ち合わせ（医師
会館）
保険医協会時局講演会（二木 立 先生）
（保険医協会事務所）
京都府リハビリテーション教育センター
第１回座学研修会（京都府立医科大学図書
館ホール）
地域包括ケア補助金事業会議（十四軒町の家）
三役会と拡大理事会（事務所）
京都医健学校関係者評価委員会 京都医健
近畿ブロック会議（ＴＫＰガーデンシティ京都）
近畿学術大会（京都国際会議場）
17回京都リハビリテーション研究会（府立
医大図書館ホール）
京都私立病院協会創立49周年記念式典祝賀会
（ホテル グランヴィア京都）
協会 組織財政委員会（田町カンファレン
スルーム）
奈良理学療法士会法人設立20周年記念式典＆祝宴
（ホテル日航奈良）
地域連携パス運営会議（医師会館）
第5回京都府リハビリテーション部会
（総合リハビリテーション推進プラン検討会）
（医師会館）
京都府医療トレーニングセンター在宅医療
実地研修会（医師会館）
京都府医療推進協議会イベント（みやこ
めっせ）
第４回在宅医療小委員会（医師会館）
日本理学療法士協会 懇親会
組織運営協議会（ＫＴＰ田町カンファレン
スルーム）
厚生労働省の課長補佐と懇談（参議院会館
倉林明子事務所にて）

− 21 −

22日 京都地域包括 福祉機器展（みやこめっせ）
2014年
1月8日

９日
15日
18日
19日

22日
26日
29日
30日

2月1日
５日
６日
７日
11日
13日
15日

16日
17日

18日
19日
22日

23日

27日

第3回人にやさしい介護支援機器開発プロ
ジェクト運営協議会
（ルビノ京都堀川）
在宅医療小委員会研修会打ち合わせ会議
（医師会館）
地域包括ケア補助金事業会議
京都府医療トレーニングセンター在宅医療
実地研修会（医師会館）
第24回京都府理学療法士学会（呉竹文化セ
ンター）
京都私立病院協会 新春懇親会（ブライト
ンホテル）
三役会議
京都府薬剤師会「新年のつどい」（京都ホ
テルオークラ）
理事会
第5回在宅医療小委員会（医師会館）
京都リハビリテーションフォーラム（ウェ
スティン都）
新春賀詞交歓会（医師会）（ホテルグラン
ヴィア京都）
就業フェア会議（リハセンター）
京都ＣＢＲ会議（リハセンター）
講演会（講師：半田 一登協会長）（事務所）
就業フェア（みやこめっせ）
三役会（事務所）
公益社団法人和歌山県理学療法士協会法人習得
記念事業（記念講演・記念祝賀会）
（ホテルアバローム紀の国）
組織財政検討委員会（田町カンファレンス
ルーム）
連携パス運営会議 第22回脳卒中連携パス
運営会議
第26回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医
師会館）
医療推進協議会第25回代表者会議（医師会館）
訪問リハビリテーション実務者会議（喫茶鴨川）
理事会 事務所
清水 紘先生 瑞宝双光賞受賞祝賀会
（京都リーガロイヤルホテル）
地域包括ケア推進研修会（アッサム神田
ホール）
日本維新の会 京都府支部発足パーティー
（京都リーガロイヤルホテル）
就業フェア会議（リハセンター）
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事務職員募集について

このたび、下記の通り士会事務職員を募集することとなりました。
応募希望の方はまず下記事務局にご連絡ください。
京都府理学療法士会事務局: TEL 075-741-6017
雇用形態
就業の場所
従事する業務の内容

パート契約社員
一般社団法人京都府理学療法士会事務所（京都市左京区丸太町通川端東入）
一般社団法人京都府理学療法士会の事業に伴う事務作業
（PCデータ入力、書類作成、発送業務等）

勤務形態

１ １週間の所定労働時間 ： 15時間まで
２ 勤務日：月曜日～金曜日（9時30分～17時）のうちの週２～５日
＊曜日、時間は応相談

所定外労働の有無

１ 所定時間外労働の有無 ： 有
２ 休日労働の有無 ： 無

休日

定例日：毎週 土・日曜日、国民の祝日、その他（年末年始）

賃金

１ 基本賃金： 時間給（ 850 円～）
２ 諸手当：
交通費：実費支給（上限あり）
３ 賞与 ：

社会保険等の加入
備考

無

・労災保険の適用 ： 有
＊契約日から３ヶ月間は試用期間とする。

編 集 後 記
春が近づいているはずなのに、まだ雪が降る。編集作業を行っている時の外は、そんな模様です。「本
当に季節がかわるのか？」。よく考えると、毎年、季節の変わる時期に思う事です。厳しい冬を経た
後の春は、四季の中でも特別です。診療報酬改定、職員の出入りなど多くのイベントがある 4 月、5
月ですが、士会員の力を合わせてしっかりと乗り越えましょう。（原 弘明）
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日程

5月25日

6月22日

7月6日

8月2日
3日

8月17日
8月27日
9月7日
9月21日

9月23日

10月19日

10月26日
11月6日
11月16日

12月13日
14日
1月18日

時間

テーマ

講師

10：00～ 協会と生涯学習システム 市橋則明先生
11：00 （入会案内２０分含む） （京都大学大学院医学研究科）
並河茂先生
11：00～
理学療法と倫理
（京都地域医療学際研究所
11：40
がくさい病院）
11：50～
布川雄二郎先生
理学療法における関連法
12：30
（済生会京都府病院）
13：30～
麻田博之先生
人間関係及び接遇
14：10
（蘇生会総合病院）
14：20～
松村由美先生
（仮）リスクマネジメント
15：50
（京都大学医学部附属病院）
10：00～ 投球障害に対するリハビ 千葉慎一先生（昭和大学藤
13：00
リテーション
が丘リハビリテーション病院）
14：00～ 糖尿病神経障害に対する 野村卓生先生
17：00
理学療法の治療戦略
（関西福祉科学大学）
脳卒中後遺症者に対する
9：00～
大槻利夫先生
理学療法～姿勢・運動制御
14：00
（上伊那生協病院）
の視点からのアプローチ
13：00～
第 1 回新人技術講習会
市橋則明先生、建内宏重先生
18：40
運動学に基づいた理学療 （京都大学医学部人間健康科学科）
9：00～ 法の理論と実際
京都大学大学院生
17：10
行動分析学に基づく理学
10：00～
山崎裕司先生
療法の実践－高次脳機能
13：00
（高知リハビリテーション学院）
障害から認知症まで－
19：00～ （仮）運動器の理学療法 河井祐介先生
20：30
について
（京都下鴨病院）
10：00～ 脊髄損傷の疫学と評価、急性期 長谷川隆史先生
16：00
～回復期の完全・不完全損傷 （中部労災病院）
10：00～ 高齢者におけるベッド上姿勢 神内昭次先生（訪問看護
16：00
の見方とポジショニングの基本 ステーションいすず）
理学療法における EBM
10：00～
川村孝先生（京都大学環境
～理学療法士はエビデン
11：30
安全保健機構科学センター長）
スをどう使うのか～
「あっ大変！人が倒れた！」 西山知佳先生
13：00～ あなたなら、どうする？
（京大大学大学院医学研究科）
14：30
－蘇生に関する基礎知識 内藤知佐子先生
と心肺蘇生法の練習－
（京都大学医学部附属病院）
15：00～ 「臨床実習指導者が考えておくこと 中本隆幸先生
16：30
～理学療法士の発展のために～」 （京都きづ川病院）
13：00～ （仮）脳卒中急性期リハ
大塚功先生（相澤病院）
14：30
ビリテーション
15：00～
森口晃一先生
（仮）膝関節の理学療法
16：30
（済生会八幡病院）
14：00～ （仮）疼痛に対する理学
森岡周先生（畿央大学）
17：00
療法
19：00～
出口幸一先生（上田リハ
（仮）訪問リハ（難病含む）
20：30
ビリテーション診療所）
10：00～ （仮）研究方法論（学会発表、 佐藤雅昭先生（京都大学
症例発表、論文作成の方法論） 医学部呼吸器外科）
11：30
PM（予定） 新人症例発表会
13：00～
18：30
9：00～
17：00
10：00～
17：00

№260

学術局研修会予定

新プロ単位

認定・専門対象領域

場所

担当

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科
京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

京丹後市立
弥栄病院

北部研修部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

生活環境支援・
神経・基礎

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

神経・基礎

京都大学医学部
人間健康科学科
京都大学医学部
附属病院
市立福知山市民
病院

A-2
A-1
A-5
A-4
A-3
C-2

運動器・基礎

C-3

内部障害・基礎

C-1

神経・基礎

B-2

C-4
D-2
C-1
C-5
B-3

新人教育部
生涯学習部
北部研修部
新人発表部

京都大学医学部
人間健康科学科

B-1

新人教育部

E-1
C-1

京都大学医学部
人間健康科学科

C-2
B-2
D-1
D-3
C-6

物理療法・
基礎

京都大学医学部
人間健康科学科
京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

生涯学習部
新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人発表部

第 1 回新人技術講習会
市橋則明先生、建内宏重先生
運動学に基づいた理学療 （京都大学医学部人間健康科学科）
法の理論と実際
京都大学大学院生

B-2

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

第 25 回京都府理学療法
士学会

未定

京都市呉竹文化
センター

学会部
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