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＊第三号議案 監査報告

平成25年度京都府理学療法士会 総会議事録

今井監事
監査結果

日 時：平成26年4月5日（土）14：30～15：30
場

１．平成25年度の事業は、完了したものと認めます。

所：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系

２．決算報告書、会計に関わる帳簿、領収書等す

専攻

べて正確かつ適正に処理されていました。

杉浦地域医療研究センター2階 杉浦ホール

３．会費徴収にあたり、楽天クレジットへの加入

議 長：並河会長

率が63%と昨年度より改善しています。財務部

書 記：今井陽一（京都市リハセンター）

の努力があってのことと思いますが、さらなる
円滑な財務処理を推進する上で、より一層の啓

＊平成25年度士会会長賞の表彰

発をお願いします。

表彰審査委員長 麻田理事
本年度対象者６名；西村

純、山本

４．本会の事務所開設より約2年が経過しました。

誠、澤岡直

引き続き今後も、より有効な活用を望みます。ま

樹、宮坂淳介、宮本一恵、長谷川聡

た、事務職員1名が常勤化されましたが、会員数
の増加、事業の拡大に伴い業務量が増加してお

＊定足数の確認

り、さらなる事務職員増員の検討が望まれます。

士会員総数 1835名

５．各事業については、実現可能なように具体的な

出席会員 37名、委任状1128名、計 1165名

計画を立案してください。また、業務の遂行状況

（総会の成立及び規約変更の必要数を満たす）

が年間を通じ会員に伝わるよう務めてください。

議長の成立宣言により議事に入る

６．年々会員増が見込まれるので、各事業の一層
の充実化が図れるよう務めてください。

＊第一号議案 平成25年度事業報告
並河会長、依岡事務局長、市橋学術局長、布川社
会局長
・平 成25年度の重点項目として、第53回近畿理学
療法学術大会の開催、災害対策、楽天クレジッ

【第一、二、三号議案について、拍手により承認】
＊第四号議案 平成26年度事業計画案
並河会長

ト加入率の向上に取り組んだ。それぞれ反省点

・地 域包括ケアに対する取組は日本理学療法士協

もあるが、おおむね順調に行われた。今後も士

会でも重点項目に挙がっているが、京都士会で

会員の協力をお願いしたい。

は3年前から取り組んでいる。平成26年度は地域

・日本理学療法士協会の生涯学習制度にあわせて、

包括ケア推進委員会を新設し、さらに進めてい

生涯学習部の研修会は３時間以上に時間変更し

きたい。また、災害対策についても委員会を新

た。新人教育プログラムについては、1時間１単

設する。

位だが京都士会では内容の充実をはかるため1.5

・社 会局では、診療報酬の改定をしっかり士会員

時間とした。

に伝えていきたい。

・京 都地域包括ケア推進団体交付金事業や、京都

・他 団体との連携、協力の依頼も増えてきており、

府リハビリテーション就業フェア等の委託事業

それらにしっかりと対応していくためにも士会

にも取り組んだ。
＊第二号議案 平成25年度決算報告
苅谷財務担当理事
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の理事、部長を中心に人材を育てていきたい。
＊第五号議案 平成26年度予算案
苅谷財務担当理事
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・クレジットの未申込が約700名で、内650名程が

平成26年度第１回理事会議事録

未納者になっているので、このままでは会の運
営が成り立たなくなる状況にある。特に最近の
新人のクレジット加入率が低いので、もしまだ
クレジット未加入の人がいたら、加入を呼びか
けていただきたい。

日 時：平成26年４月５日 15：30～17：00
場 所：京 都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻内 杉浦地域医療研究センター
出席者：並 河、市橋、依岡、布川、苅谷、黒木、島、
関、石井、麻田、中本、今井、草下、池添

【第四、五号議案について、拍手により承認】

（書記）

＊第六号議案 第26・27年度役員選挙

１．士会組織について

選挙管理委員会 南角委員長

＊保険部理事は中本理事が担当することとなった。

会長立候補者
並河

＊北 部研修部理事は石井理事が担当、部長は梅田

茂（京都地域医療学際研究所がくさい病院）

先生にしていただけるとのこと。

理事立候補者

＊業 務推進部は部長が交代となり、副部長であっ

麻田 博之（蘇生会総合病院）

た浅野先生が部長になる予定。

池添 冬芽（京 都大学大学院医学研究科人間健

＊広 報部は部長が交代となり、東先生（京都医

康科学系専攻）

健）に内諾が得られている。

石井 光昭（佛 教大学保健医療技術学部理学療

＊今 年は小児の委員会や政治連盟もつくる方向で

法学科）

検討する。

市橋 則明（京 都大学大学院医学研究科人間健

＊部 長１名・副部長２名は次回の理事会までに決

康科学系専攻）

定・報告することとなった。

苅谷 康之（西陣病院）
黒木 裕士（京 都大学大学院医学研究科人間健

２．平成26年度の理事会日程について
＊第2回理事会は４月30日（水）に開催する。

康科学系専攻）
島

浩人（十条武田リハビリテーション病院）

関

恵美（京都民医連第二中央病院）

＊それ以降の理事会の予定については三役で検討
し、次回理事会で決定する。
３．新人教育部研修会の事前申込制度

中本 隆幸（京都きづ川病院）

＊平 成26年度の新人教育部の研修会（計４回）は

布川雄二郎（済生会京都府病院）
依岡

事前申込み制度を導入する。

徹（京都市身体障害者リハビリテーショ

＊委 託業者について見積もりをとって検討した結

ンセンター）

果、プロアクティブでお願いすることとなった。

監事立候補者
今井

４．その他

至（京都医健専門学校理学療法科）

＊就 業フェアについて：今年はＰＴ士会が中心で

草下 秀紀（自宅）

行う。補助金は減ったが、開催回数は１回で良
いとのこと。

【上記立候補者について、拍手により承認・可決さ

＊５月25日の新人研修の会場がみやこめっせから

れた】
新会長挨拶   

№261

京大に変更になった。
５．次回の理事会
＊第2回理事会：４月30日（水）19時～、士会事務

その他 特に出席者から発言なく 終了

所にて開催する。
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涯学習部主催研修会）, No.17 講演依頼（第2

平成26年度 第2回理事会議事録

回生涯学習部主催研修会）
・広報部
今年度のN O Wの発行月は4月、7月、10月、1月

日 時：平成26年4月30日（水）19：00～21：00

であり、その１ヶ月前を原稿締め切りとする。

場 所：士会事務所

・学会部

出席者：並 河 、市 橋 、依 岡 、布 川 、苅 谷 、麻 田 、

第25回京都府理学療法士学会（開催日；平成27

石井、池添、黒木、島、関、中本、草下、

年1月18日（日）、開催場所；京都市呉竹文化セ

書記：南角
欠席者：今井

ンター）の学会組織が決まり（学会長；関恵美

Ⅰ．報告事項

検討中。

理事、準備委員長；田後裕之氏）、現在企画を

１．会長報告
京都CBR会議（4/2）、新たな財政支援制度につい
ての説明会（4/7）、身体障害者連合会医療部会会

Ⅱ．討議事項
１．総務部
「理学療法京都」の養成校への送付について討

議（4/7）、京都府医療トレーニングセンター運営

議され、できるだけ図書館に寄贈してもらうよう

委員会（4/10）、地域包括ケア推進団体交付金事
業のヒアリング（4/14）、在宅研修会（4/15）、
保険医協会と三団体の打合せ会議（4/18）、医師

に依頼し、引き続き送付することが決定された。
２．新設の委員会の委員長
地域包括ケア推進委員会委員長に吉田史佐男氏

会研修会（4/19）、訪問リハビリテーション実務

（京都地域医療学際研究所がくさい病院）が推薦

者会議（4/20）、地域包括ケア推進機構第4回総会

された。また、災害対策推進委員会については今

（4/22）等の報告

後検討していくこととなった。

２．部長・副部長について
各部の部長・副部長が決定した。部員は6月末まで

３．各種委員会の委員の選出
京都府高齢者健康福祉計画の策定委員に関理事、

に選出予定。

京都市高齢者施策推進協議会委員に麻田理事、京

３．各部報告

都府介護支援専門員会の特任理事と研修部委員に

・事務局

依岡副会長、京都府医療トレーニングセンター運

依岡事務局長より、各局・各部・各委員会での

営委員会の委員（今年度のテーマA L S）に石井理

事業や会議の終了後2週間以内にその報告書を提
出することについて徹底するよう依頼があった。

事を推薦することとなった。
４．今後の理事会と総会の日程
日程調整の結果、以下の通りとなった。

・総務部
１．平成26年度新入会予定者数は調査の結果、
202名であった。
２．公文書H25年度N o.76～77

H26年度N o.1～

17号発行
N o.76

講師派遣依頼（新人教育部研修会）,

No.77

京都府リハビリテーション就業フェア

開催事業完了報告書,

N o.1

講師依頼

（第3回生涯学習部主催研修会）, N o.2～15
理事委嘱依頼, No.16 講師派遣依頼（第2回生
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第3回理事会 7月9日（水）
第4回理事会 9月10日（水）
第5回（拡大）理事会

11月29日（土） 三役会10

時～、理事会13時～
第6回理事会 1月21日（水）
（平成26年度決算締め切り 1月30日）
第7回理事会 2月14日（土）
監査 3月4日（水）
総会 4月5日（日）
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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 会 長 関
恵美
準備委員長 田後 裕之

第25回京都府理学療法士学会開催および演題募集のご案内
時下、各会員におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
この度、第25回京都府理学療法士学会を下記の通り開催いたします。少子高齢化、介護力低下を迎える近未
来において、医療・介護・福祉に関わる専門職として『生活・社会の全体像』を把握し、調整・促進する能力
は必要不可欠です。本学会では『治療者、科学者を基盤としたトータルコーディネーター』としての役割の認
識を深め、自己の所属する職場に限らず、「理学療法士がすべきこと・できること」を個々の日常に還元でき
るきっかけになれば幸いです。また、学術活動の場として会員の皆様から多くの演題をお待ちしています。
記
日 時
会 場
参加費

平成27年1月18日（日）10：00～17：00（受付開始 9：15～）
京都市呉竹文化センター （近鉄京都線・京阪本線「丹波橋」西口前）
会員 2,000円 会員外 5,000円

【学会企画】
テーマ；理学療法士の「真」の力 ～理学療法を活かす～
特別講演 「がんに対するリハビリテーション ～緩和、看取りを中心に～（仮）」
京都医療センター
久保 速三 先生
教育講演 「今後の医療・介護動向と理学療法士の役割（仮）」
筑波記念病院
斉藤 秀之 先生
リレー講演「京都府における理学療法士の取り組み～こんなんしています！！」
①NEURO15
（rTMS治療）
とボツリヌス治療；土井 博文 氏
（御所南リハビリテーションクリニック）
②川平法；麻田 博之 氏（蘇生会総合病院）
③ロボットスーツHAL；中本 隆幸 氏（京都きづ川病院）
④ドライブシミュレーター；田後 裕之 氏（第二岡本総合病院）
⑤認知症（予定）；森田 浩史 氏（通いの家 おはな）
⑥小児；江平 知子 氏（聖ヨゼフ医療福祉センター）
⑦京都府リハ支援センター事業；山元 顕太 氏
（京都府健康福祉部リハビリテーション支援センター）
⑧地域；松本 健史 氏（丹後福祉応援団デイサービス生活リハビリ道場）
【演題募集要項】
１．演題発表形式：口述発表のみで行います。
２．応募資格：筆頭演者は京都府理学療法士会員に限ります。
３．演題募集期間：平成26年7月1日から10月15日まで
４．申込方法:E-mailでのみ受付けます。メールの件名を「学会演題申し込み」とし、①演題②筆頭演者・
共同演者の氏名および所属施設名③筆頭演者の連絡先電話番号およびE-mailアドレス④Key Words：3
語⑤本文：1200字以内（図表は使用しないでください。【目的】【方法】【結果】【考察】等の小見
出しをつけてください）の5項目をWindows Office Wordにて保存したファイルで演題申込み専用アド
レス：kyotoptgakkai@gmail.comに送信してください。
お問い合わせ先
第二岡本総合病院リハビリテーション科 田後裕之：rihabiri-2@okamoto-hp.or.jp
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◀各部からのお知らせ▶

№261

を及ぼしますので、楽天クレジット未申し込みの方
は早急に申し込みをお願いいたします。
方法は日本理学療法士協会ホームページ上の「マ

●財務部からのお知らせ●

イページ」から申し込みください。

★会費引き落としの確認をお願いします★

申込方法がご不明な場合は直接協会事務局までお

楽天クレジット・ニコス自動振替を申し込まれて

問い合わせ下さい。

いる会員の方は、５月２７日にＨ２６年度会費の引

（電話番号：０３－６８０４－１４２１）

き落としが行われました。
会員の皆さんは引き落としの確認をよろしくお願

★会費納入証明証・クレジット証明証について★

い致します。

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。

★Ｈ26年度の会費納入はお済ですか？★

クレジット証明証（赤色のシール）をお持ちの方は

去る６月３０日が現金での納入期限でした。楽天

今年度以降も同様に研修会受付にてご提示ください。

クレジット・ニコス自動振替の申し込みをされてい

現在クレジット以外にて会費納入されておられる

ない方で、まだ会費納入をされておられない会員の

方（ニコス自動振替・現金振込・施設払い）は会費

方は早急に下記口座までお振込みください。

納入後に事務所より２６年度の会費納入証明証（緑
色のシール）が送付されてきますので会員証に貼付

★継続会費

：１９，０００円

されいているシールを貼り替えて頂きますようにお願

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

い致します。（Ｈ２５年会費納入証明証（青色の

（免許取得年度入会）：１８，０００円

シール）は無効となっております。）
すでに会費を納入しているにもかかわらず、赤色

・銀行振込

もしくは緑色のシールが届いていない方は、事務局

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

までお問い合わせ下さい。

普通預金 ００５３７３１
一般社団法人 京都府理学療法士会

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。

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）
口座番号：００９４０－６－２８８４０２

西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

〒602－8319 京都市上京区七本松五辻上ル

＊通信欄に短文が書けます。

TEL：（075）461－8800（内線159）

当士会では会費納入期限（６月３０日）を過ぎて

FAX：（075）461－5514

も会費を未納の方は、研修会参加時に会員外の会場
整理費（５，０００円）の支払いが必要となります。
ご注意ください。

●業務推進部よりお知らせ●
「小児ネットワーク・ミーティング」のご案内

★楽天カードへの申し込みは済みましたか？★
Ｈ２６年６月６日の時点にて、楽天クレジット未
申込の方が６８０名おられます。
未納者が多数になりますと士会事業に多大な影響

日 時：平成26年７月27日（日） 10：00〜12：00
場 所：京都労働者総合会館 ラボール京都 阪急西
院駅より四条通を東へ徒歩５分（リハセン隣）
参加費：無料
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小児ネットワークのミーティングを開きます。日頃、 進キャンペーンを全国一斉に開催することを呼びか
気になっている事、困っている事、みんなに伝えたい

けられました。京都ではこの日がちょうど祇園祭の

事等気軽に話ができる場を持ちたいと思います。

日にあたります。それに合わせ、理学療法をより多

今回は、話題提供として、

くの人に知ってもらうために7月16日に『京都士会特

①日本バプテスト病院、浅野氏より『NICUからの

製うちわ』を配ります。河原町御池の交差点（18：
30～）にて行います。応援等よろしくお願いします。

理学療法の取り組み』

また、病院や施設等で啓発活動して頂ける方は事

②訪 問看護ステーションひのき、下氏より『地域

務局までメールにてご連絡ください。（7月14日〆

での取り組み』
というテーマでお二人にそれぞれ日頃の取り組み
を１５分程度、お話し頂きます。その後、二人を交

切）数に限りがありますが、素敵なうちわをお送り
させていただきます。

えて参加されている方みんなでフリートークをして
いきたいと思います。ネットワークに登録されてい
ない方でも参加可能です。日頃小児理学療法に取り
組んでいる方、また取り組んでいなくても興味をお
持ちの方など、多数のご参加をお待ちしております。
お申し込み＆お問い合わせ：業務推進部メール

●保険部からのお知らせ●

『2014年リハビリ新点数検討会』
の参加報告

gyoumusuishinbu@gmail.comまで。件名に必ず「７/
２７ミーティング参加」とご記入頂き、お名前、所

社会局 保険部理事 中本 隆幸

属、連絡先（メールアドレス）をお知らせ下さい。

（医療法人 啓信会 京都きづ川病院）

また、メール申し込みが難しい方は同様の内容をご
記 入 の 上 、士 会 事 務 局 宛 てに F A X で（０７５－
７４１－６０１８）お申込み下さい。

平成26年4月26日（土）午後２時～午後４時の予定
で学校法人

池坊学園に於きまして2014年4月の診療

※このミーティングに参加出来ない方でも、小児

報酬改定に伴う、リハビリテーション新点数検討会

ネットワークにご興味を持たれた方はぜひメーリン

が開催されました。これは、京都府理学療法士会・

グリストへのご登録をよろしくお願いします。上記

京都府作業療法士会・京都府言語聴覚士会・京都府

メールアドレス宛てに、「小児ネットワーク登録希

保険医協会の４団体が共催にて行っている検討会で

望」とご記入頂き、お名前、所属、メールアドレス

あります。今年度も138名という多くの方々に参加を

を添えて送信して頂くと、招待メールが届きますの

して頂きました。このことは、2014年の診療報酬改

で、そこから手順に沿って登録をして頂けます。

定が今まで以上に私たちが、リハビリテーション料
だけでなく、入院基本料・特定入院料などに複雑に

セミナー企画「リーダーに必要な解決能力」のご案内
９月28日（日）京都医健にて開催。

関わって行かなければならないことを受け止めてい
るためだと考えます。

詳細は後日お知らせします。

さて、2014年4月の診療報酬改定は、全体において
は0.1％のプラス改定とされていますが、実質の改定
率は６年ぶりの1.26％のマイナスになるとの説明がな

●公益事業部からのお知らせ●

されました。今回の改定においてリハビリテーション
職である私たちが考えておくべきことは、以下の８つ

毎年、7月17日を挟んだ1週間を「理学療法週間」

に要約されるとのことです。①ＡＤＬ維持向上等体制

としています。今年度、協会は7月13日に介護予防推

加算、②回復期リハビリテーション病棟の評価の見直
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し、③リハビリテーションの外来への円滑な移行の推

においても算定可能となったことは、今までの私た

進、④廃用症候群に対する疾患別リハビリテーション

ちの努力が評価を受けたことと考えられます。しか

等の適切な評価、⑤維持期リハビリテーションの評価、 し、新設されましたリハビリテーション総合計画提
⑥地域包括ケアを支持する病棟の評価、⑦認知症対

供料は、発症、手術又は急性増悪から14日以内に限

策の推進、⑧胃瘻等についてであります。

られています。また、初期加算・早期加算の算定が

ＡＤＬ維持向上等体制加算は、急性期病棟における

外来にても可能となりましたが、脳卒中及び大腿骨

理学療法士等の配置に対する厚生労働省の評価になり

頸部骨折の患者に限られているため、それらの患者

ます。在院日数の短縮・廃用症候群の予防・褥瘡の予

が早期に退院出来るかという難しい課題も伴ってい

防といった、病棟マネジメント業務に、私たちの専門

ることが述べられておりました。

性を発揮する第一段階ととらえることが出来、日本理

廃用症候群に対する対応が大きく見直され、今回

学療法士協会も強く推奨しています（広報誌「笑顔を

のリハビリテーション料の中で最も大きい減算とな

あきらめない

vol.16」）。必要性・重要性は理解さ

りました。また、廃用症候群に係る評価表の見直し

れるところであると思われますが、現段階では検討で

は私たちの事務作業を増やすこととなっています。

終わる施設が多いのではないかと危惧さています。

作成方法も現在の解釈では十分なものではありませ

5月1日現在に示されている疑義解釈（その５）ま

ん。しかし、このＮＯＷ（7月号）が発行される頃に

でによりますと、専従の理学療法士等が提供できる

は、新しい疑義解釈等により少しは落ち着いている

疾患別リハビリテーション等は、１日６単位とされ

と考えます（４月分のレセプト請求の結果も出てく

ました。このことは、加算を考える施設にとっては

るものと思われます）。

大きなメリットと考えにくい状況であると考えられ

維持期リハビリテーションの評価においては、２

ます。また、常勤医師が必ず研修を受けなければな

つのことが示されました。１つ目は、過去１年間に

らないことの要件も厳しいものであると思われます。 介護保険の通所リハビリテーション等の実績がない
京都府保険医協会も現状は厳しいと表現されており

医療機関は、100分の90に相当する点数で算定するこ

ました。配置の必要性は、理解されている会員の

とです。２つ目は、入院患者については、期限を設

方々も多いと思われますので、施設基準の取得は見

けずに維持期リハビリテーションの対象患者とし、

送りながらも病棟業務・病棟連携を担っていく理学

外来患者につきましては、原則として平成28年3月31

療法士等が増えることが予想されます。

日までとされ、２年間の延長の措置が取られました。

回復期リハビリテーション病棟入院料１は大きく

また、介護保険リハビリテーション移行支援料が新

見直され、施設基準として専従の常勤医師１名以上、 設されたことも説明されておりました。
及び専従の常勤社会福祉士１名以上の配置が義務付

地域包括ケアを支援する評価としましては、急性期

けられました。休日リハビリテーション提供体制加

後の受入をはじめとする地域包括ケアシステムを支え

算は算定要件として包括されましたが、体制強化加

る病棟の充実が求められることにより新設されました。

算・入院時訪問指導加算が新設されました。しかし、 特徴としまして、病室単位の評価となっていることが
疑義解釈によると常勤医師の要件が厳しくなってい

あげられます。しかし、届出は許可病床200床未満の

ます。土日、祝日以外の日において、専従の医師が

医療機関で１病棟に限られております。また、施設基

不在の場合もう一人の常勤医師を配置しなければな

準にあたりましても確認すべき内容が多いため診療報

らないことです。これは、厳しい要件であると京都

酬点数表などにて詳細を確認して頂きたい説明がな

府保険医協会の方も述べておられました。

されました。また、疾患別リハビリテーション料が包

リハビリテーションの外来への円滑な移行推進に

括される初めての評価となりました。

おきまして、運動器リハビリテーション料Ⅰが外来
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この内容に即した対応が出来る施設は、精神病棟入

申込期間：5月25日
（日）
9時から7月31日
（木）
17時まで

院基本料及び特定機能病院入院基本料（精神病棟）

受講可否の通知について：

の重度認知症加算について算定期間を短縮した上で、

8 月4日以降に、上記U R Lトップページお

評価の充実を図ろうとするものであります。また、

よび京都府理学療法士会ホームページに

認知症患者に対するリハビリテーション料の推進と

掲載いたします。

して、認知症治療病棟入院料を算定する患者又は認
知症疾患医療センターに入院する重度の認知症患者

第2回新人教育部研修会

に対する短期の集中的な認知症リハビリテーション

日 時：平成26年9月23日（火 祝日）
13：00～14：30（受付開始：12：30）

の評価が認知症リハビリテーション料として新設さ
れました。対象となる施設は検討していく必要があ

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

ることの説明がなされました。

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

胃瘻増設術においても大きな減算が示され、それ
に伴い経口摂取回復促進加算が新設されました。し

単 位：新人教育プログラム B-1
テーマ：「 あっ、大変！人が倒れた！」あなたなら、

かし、この加算には経口摂取回復率35％以上が必要

どうする？－蘇生に関する基礎知識と心肺

であり、どの程度の病院が算定することが出来るの

蘇生法の練習－

か、４月よりデータ収集に努められていることだと

講 師：内 藤

知佐子

先生（京都大学医学部附属

思われます。この回復率は非常に難しいものである

病院総合臨床教育・実習センター）

と容易に推測されることの説明がなされました。

西
 山

知佳

先生（京都大学大学院医学研

究科 人間健康科学系専攻）

2025年に向けて診療報酬は益々厳しいものになっ
ていくであろうことが予想されます。来年は介護報

申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから

酬改定であり、私たちは１年１年の改定情報をしっ

参加申し込みを行ってください（応募者

かりと受け止め、医療・介護の連携、地域包括ケア

多数の場合抽選になる場合があります）。

システムを含め共に考え、議論していかなければな

https://ez-entry.jp/kyoto-2014-2-3/entry/
申込期間：7月1日
（火）
9時から9月5日
（金）
17時まで

らないと考えます。

受講可否の通知について：
9 月9日以降に、上記U R Lトップページお

●新人教育部からのお知らせ●

よび京都府理学療法士会ホームページに
掲載いたします。

第1回新人教育部研修会
日 時：平成26年8月27日（水）

第3回新人教育部研修会

19：00～20：30（受付開始：18：30）

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）

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

単 位：新人教育プログラム D-2

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

テーマ：運動器の理学療法と症例発表

単 位：新人教育プログラム E-1

講 師：河井 祐介 先生（京都下鴨病院）
申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから
参加申し込みを行ってください（応募者
多数の場合抽選になる場合があります）。
https://ez-entry.jp/kyoto-2014-1/entry/

テーマ：「臨床実習指導者が考えておくこと
～理学療法士の発展のために～」
講 師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）
申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから

−9−

平成26年７月４日

京都府理学療法士会ニュース

№261

https://ez-entry.jp/kyoto-2014-4-5/entry/

参加申し込みを行ってください（応募者
多数の場合抽選になる場合があります）。

申込期間：7月1日
（火）
9時から9月30日
（金）
17時まで

https://ez-entry.jp/kyoto-2014-2-3/entry/

受講可否の通知について：

申込期間：7月1日
（火）
9時から9月5日
（金）
17時まで

1 0月3日以降に、上記URLトップページお

受講可否の通知について：

よび京都府理学療法士会ホームページに
掲載いたします。

9 月9日以降に、上記U R Lトップページお
よび京都府理学療法士会ホームページに

第6回新人教育部研修会

掲載いたします。

日 時：平成26年11月6日（木）
第4回新人教育部研修会

19：00～20：30（受付開始：18：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科

日 時：平成26年10月19日（日）

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

13：00～14：30（受付開始：12：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科

単 位：新人教育プログラム D-1

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

テーマ：「 難病患者に対するリハビリテーションに
ついて」

単 位：新人教育プログラム C-1
テーマ：「脳卒中急性期理学療法の最近の話題 －ア

講 師：出 口

幸一

先生（上田リハビリテーショ

ン診療所）

ウトカムに影響を与えるプロセスの再考－」

申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから

講 師：大塚 功 先生（相澤病院）
申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから

参加申し込みを行ってください（応募者

参加申し込みを行ってください（応募者

多数の場合抽選になる場合があります）。

多数の場合抽選になる場合があります）。

https://ez-entry.jp/kyoto-2014-6/entry/

https://ez-entry.jp/kyoto-2014-4-5/entry/

申込期間：7月1日
（火）
9時から10月17日
（金）
17時まで
受講可否の通知について：

申込期間：7月1日
（火）
9時から9月30日
（金）
17時まで

1 0月22日以降に、上記U R Lトップページ

受講可否の通知について：
1 0月3日以降に、上記URLトップページお

および京都府理学療法士会ホームページ

よび京都府理学療法士会ホームページに

に掲載いたします。

掲載いたします。
第2回新人技術講習会
第5回新人教育部研修会

テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際

日 時：平成26年10月19日（日）

日 時：平成26年12月13日（土）～12月14日（日）
12月13日 13：00～18：40（受付 12：30～）

15：00～16：30（受付開始：14：30）

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

12月14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
単 位：新人教育プログラム C-2

内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象

テーマ：「膝関節障害の捉え方 －考え方と臨床－」

に、運動学に基づいた関節運動の評価・治

講 師：森口 晃一 先生（済生会八幡総合病院）

療方法（ストレッチング）および姿勢や動作

申込方法：事前申し込みが必要です。下記U R Lから

の評価・治療方法について、講義と実技を

参加申し込みを行ってください（応募者

行います。具体的には、以下の項目が含まれ

多数の場合抽選になる場合があります）。

ます。
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・触診（肩・股・膝・足関節）

問い合わせ先：

・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53

・関 節可動域制限の評価とストレッチング

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
小山優美子

の実際
＊受講により、新人教育プログラムB－2

1単位が

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

認定されます。
＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

新人教育プログラムC−６（症例発表）単位について

講 師：市橋 則明 先生、建内 宏重 先生 (京都

新人発表部主催新人症例発表会、京都府理学療法

大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻)

士学会、近畿理学療法学術大会、日本理学療法学術

京都大学大学院生

大会では主催者が単位登録手続きを行いますが、他

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

の学術大会などで発表された場合は個人で申請する

受講費：5,000円

必要があります、最近では京都病院学会などがそれ

定 員：40名

にあたります。対象となる方は下記内容をコピーの

申込み方法：下 記1～4項目をもれなく明記し、メー

上、京都府士会事務所まで郵送して下さい。尚、研

ルにてお申し込みください。

究会、施設単位の発表会等は対象としません。

1．氏名（フリガナ）

①主 催者・大会名・開催期日が記載された表紙等の

2．所属（勤務先名称、勤務先住所、電
話番号）

コピー
②抄録集の演者名が特定できるもののコピー

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

③発表セクションと個人が特定できるプログラム
④連絡先・メールアドレスを記載したもの

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2回新人技術講習会

申込

み」としてください。

●生涯学習部からのお知らせ●
第3回生涯学習部研修会
日 時：平成26年8月17日（日）
10：00～13：00（受付開始9：30）

応募締め切り：平成26年11月9日（日）必着
＊応 募者多数の場合、抽選になる場合があります。
ご了承ください。
＊11月20日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて
届かない場合は、下記にお問い合わせください。
注意事項：
＊同 一施設から複数人申し込みをされる場合は、

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室
テーマ：『行動分析学に基づく理学療法の実践
－高次脳機能障害から認知症まで－』
講 師：山 崎

裕司

先生（高知リハビリテーショ

ン学院）
内 容：行 動分析学とは、「人がなぜそのように行

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。
＊京 都府士会に入会されていないと講習会に参加
して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。

動するのか、なぜ行動しないのか」、行動
と学習の法則を研究する学問です。患者様
のリハビリテーションに対する参加意思や
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
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
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学 生：1,000円

少 なくありませ ん 。このような 時 に 、行

※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。

動・動機づけ・意欲・感情等が生み出され

※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

るメカニズムを理解すればより効果の高い
理学療法が提供できるのではないでしょう

ください。
※第4回研修会について、諸事情により講師が変更と

か。今回の研修会では、行動分析学に基づ

なっております。

く理学療法について山崎先生にご教授して
生涯学習部技術講習会

いただく予定をしております。
単 位：新人教育プログラムC-4

日 時：平成26年9月7日（日）

専
 門・認定理学療法士履修ポイント（神
経・基礎）10ポイント

10：00～16：00（受付開始9：30）
場 所：京 都大学医学部附属病院リハビリテーショ

参加費 会 員：1,000円 会員外：5,000円

ン室

学 生：1,000円

テーマ：『 脊髄損傷の疫学と評価、急性期〜回復期

※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

の完全・不完全損傷』
講 師：長 谷川

ください。

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

第4回生涯学習部研修会

令が伝わらなくなる。それに伴い、運動麻

日 時：平成26年10月26日（日）

痺、感覚障害、自律神経障害など様々なリ
スクや後遺症が出現します。髄節レベルご

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

とに症状が異なり、さらに不完全損傷では

テーマ：『 疼痛の理学療法〜痛みの多面的理解から

予後予測や、リハビリの進め方に難渋した
経験はないでしょうか。今回の講義では脊

行動戦略を考える〜』
講 師：松尾 篤 先生（畿央大学）

髄損傷の病態を理解し、必要なリスク管理

内 容：運 動器、脳血管障害に関わらず疼痛を訴え

や評価方法、機能的到達目標の共通理解を

られる患者様に対して、その原因や病態を

深めるとともに、損傷高位ごとの動作アプ

理解し適切に対応できているでしょうか。

ローチをご講義いただきます。

疼痛を繰り返し訴えられる患者様では情動

単 位：新人教育プログラムC-1

的な側面も大きく影響しており、理学療法

専門・認定理学療法士履修ポイント（神

士が他職種や家族と協力してアプローチを

経・基礎）10ポイント

展開していく必要があります。今回の研修

参加費 4,000円（申込制）

会では畿央大学ニューロリハビリテーショ
ン研究センターの松尾篤先生をお招きして

※申し込み方法：

感覚・認知・情動的側面から疼痛の理学療

技術講習会は京都府理学療法士会会員限定の事前

法についてご教授していただきます。

申込制となります。申し込みはメールでの申し込

単 位：新人教育プログラムB-2

みに限らせて頂きます。以下の必要事項を記入の

専門・認定理学療法士履修ポイント（神

上、申込専用アドレスまでメールを送信してくだ

経・基礎）10ポイント

さい。尚、申込者多数の場合、抽選にて受講者を

参加費 会 員：1,000円 会員外：5,000円

決定させて頂きます。受講可否につきましては、
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後日、メールにてご連絡させて頂きます。

本を学習します。尚、研修に際しては動き

（記入必要事項）

やすい服装でお越しください。また、参加

１．氏名（フリガナ）

者各自バスタオル2、3枚を持参して頂ける

２．所 属（勤務先名称・勤務先住所・勤務先電話

と幸いです。
講 師：神 内

番号）

昭次

先生（訪問看護ステーション

いすず）

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？）

会 場：市立福知山市民病院

５．受講希望理由

参加費：4,000円

申込専用アドレス：kyotopt.syogai@gmail.com

定 員：30名

申込締切：平成26年7月31日

単 位：新人教育プログラムC－5
※本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

※注 意事項：京都府士会に入会されていないと講習

申し込み方法：下 記 1 ～ 4 項 目 を も れ な く 明 記 し 、
メールにてお申し込みください。

会に参加していただくことができません。会費を
納入されていない場合、入会とは認められません

1．氏名（フリガナ）

ので、ご注意ください。

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、
必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてくださ

（問い合わせ先）電話 075-781-1131

い）

mail  tokuno@kyoto-hakuaikai.or.jp

4．日本理学療法士協会 入会年度

生涯学習部技術講習会担当 京都博愛会病院

申込先：s pzu9cu9@live.jp（京都ルネス病院リハビリ

リハビリテーション科 徳野 未佳

テーション科 和久 靖史）
※メールの件名は、「第2回北部研修部技術講習会

●北部研修部からのお知らせ●

申込み」としてください。
応募締め切り：平成26年8月22日（金）必着

第２回北部研修部主催技術講習会

※応 募多数の場合、抽選になる場合があります。

テーマ：「 高齢者におけるベッド上姿勢の見方とポ

ご了承ください。

ジショニングの基本」

※9 月1日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて

日 時：平成26年9月21日（日）10：00～16：00
内 容：ベ ッド上での患者様・利用者様は、局所に
かかる圧力やズレ、筋や関節周囲にストレ

届かない場合は、下記にお問い合わせください。
注意事項：
※同 一施設から複数申し込みをされる場合は、病

スが生じ、身体の一部や全身に緊張した状

院のアドレスなど共通のアドレスではなく個人

態が継続したり、褥瘡発生のリスクが高ま

のアドレスにてお申し込みください。

ります。また、ベッド上でのすべり座りの

※京 都府士会に入会されていないと講習会に参加

ような姿勢は、呼吸・循環障害、摂食・嚥

していただくことができません。入金をされて

下障害などを助長し、精神的にも大きな負

いない場合、入会とは認められませんので、ご

担を強いてしまいます。
本研修では、高齢者のベッド上での様々
な姿勢体験を通じて、臥位～座位の環境が

注意ください。
問い合わせ先：

心身の活動に与える影響を考慮しながら、
クッション等を用いたポジショニングの基
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平成26年7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

学術局長

並河

茂

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先 kpta.sinjin.h@gmail.com
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会 長 行 動 記
18日 保険医協会と三団体の打ち合わせ会議（４

３月２日 近畿音楽療法学術大会（大津市）

/２６の）

５日 平成25年度京都府理学療法士会事業監査

がくさい病院

（事務所）

布川・中本理事同席

19日 研修会(医師会）（医師会館）

７日 京都府地域包括ケア事業効果検証発表会

20日 訪問リハビリテーション実務者会議（カ

（医師会館）

フェ鴨川）

８日 京都呼吸ケア研究会（リサーチパーク）

22日 地域包括ケア推進機構第４回総会（医師会

15日 京都府医療トレーニングセンター在宅医療

館）

実地研修会（医師会館）

30日 第２回理事会（事務所）

京都医健専門学校卒業式（ウェスティン都
ホテル京都）

５月８日 京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）

20日 京都府医療トレーニングセンター運営委員

10日 第1回選考委員会（田町カンファレンス

会

ルーム）

第6回在宅小委員会（医師会館）

12日 地域連携パス運営会議

23日 滋慶医療科学大学院大学学位記授与式

第23回脳卒中連携

第2回リハ医の教育座学研修会（府立医大

パス運営会議

附属図書館ホール）

第27回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医
師会館）

24日 平成25年度京都府リハビリテーション連絡

13日 医療・介護サービスの提供体制改革のため

協議会（医師会館）

の新たな財政支援制度事業提案に係るヒア

25日 平成25年度きょうと介護・福祉ジョブネッ

リング（京都府庁西別館）

ト参画団体連絡会

15日 京都府医療トレーニングセンター運営委員

（京都平安ホテル）

会

28日 就業フェア会議（リハセンター）

第８回在宅小委員会（医師会館）
17日 学術講演会

４月２日 京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）

ロコモティブシンドローム

（京都ウェスティン都ホテル）

歯科医師会理事宮本氏より地域包括事業の

18日 リハビリテーション教育評価機構（ＪＣＯ

コラボの提案あり。
５日 総会、第１回理事会（杉浦ホール）

ＲＥ）

７日 新たな財政支援制度についての説明会（京

平成26年度評価員研修会（国際医療福祉大
学青山キャンパス）

都平安ホテル）

21日 京都市地域リハビリテーション協議会総会

７日 身体障害者連合会医療部会会議（身体障害

（リハセンター）

者連合会）

25日 新人研修会（京都大学）

10日 京都府医療トレーニングセンター運営委員会

29日 総会議事運営委員会（田町カンファレンス

第７回在宅小委員会（医師会館）

ルーム）

14日 地域包括ケア推進団体交付金事業のヒアリ
ング（医師会館７階）
15日 在宅研修会(足立病院主催）（ハートンホ
テル）
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平成26年度一般社団法人京都府理学療法士会組織表
会長

副会長

局

事務局

局長

依岡 徹

部

理事

部長

副部長

総務部

池添 冬芽

南角 学

大島 洋平
西川 徹

財務部

苅谷 康之

山口 洋樹

澤岡 直樹
原田 若奈

広報部

島 浩人

東 佐登美

足立 香織
出口 幸一

建内 宏重

宮坂 淳介
小寺 翔馬

新人発表部

西村 純

宮本 一恵
北畑 恵理

生涯学習部

大畑 光司

長谷川 聡
井上 直人

山本 誠

仲山 卓志
川勝 香菜

新人教育部
麻田 博之

並河 茂

依岡 徹
市橋 則明

学術局

市橋 則明

石井 光昭
会誌編集部

社会局

布川 雄二郎

学会部

（学会長）
関 恵美

（準備委員長）
田後 裕之

北部研修部

石井 光昭

梅田 匡純

神内 昭次
松田 佳憲

業務推進部

関 恵美

阪東 美可子

浅野 大喜
江平 知子

保険部

中本 隆幸

田後 裕之

秋本 喜英
勝田 光一

公益事業部

黒木 裕士

藤原 邦寛

大西 武史
佐藤 文寛

編 集 後 記
蒸し暑い『ザ・京都の夏』がやってまいりました。会員の皆様におかれましては、新人教育などに
お忙しい毎日のことと思います。さて、今年度より広報部部長を仰せつかりました京都医健専門学校
の東佐登美と申します。臨床 23 年、教員 3 年目のおばさん PT です。
至りませんが、会員の皆様に楽しく興味深い情報を沢山お届けしたいと思っています。どうか宜し
くお願い致します。（東 佐登美）
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平成26年度京都府理学療法士会
日程

5月25日
終了

6月22日
終了

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～
11：00
11：00～
11：40
11：50～
12：30
13：30～
14：10
14：20～
15：50
10：00～
13：00
14：00～
17：00

協 会と生 涯 学習システム 市橋則明先生
（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（京都地域医療
理学療法と倫理
学際研究所がくさい病院）
布川雄二郎先生
理学療法における関連法
（済生会京都府病院）
麻田博之先生
人間関係及び接遇
（蘇生会総合病院）
リスクの考え方：
「リスクをと 松村由美先生
る」ために必要なことは？ （京都大学医学部附属病院）
投球障害に対するリハビリ 千葉慎一先生（昭和大学
テーション
藤が丘リハビリテーション病院）
糖尿病神経障害に対する 野村卓生先生
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理
9：00～
大槻利夫先生
学療法～姿勢・運動制御の
14：00
（上伊那生協病院）
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～ 運動器の理学療法と症例 河井祐介先生
20：30
発表
（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
16：00
の見方とポジショニングの基本 （訪問看護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ス
11：30
安全保健機構科学センター長）
をどう使うのか～
「あっ大変！人が倒れた！」あ 西山知佳先生（京都大学大学
13：00～ なたなら、どうする？- 蘇生 院医学研究科人間健康科学系専攻）
14：30 に関する基礎知識と心肺 内藤知佐子先生
蘇生法の練習 （京都大学医学部附属病院）
「臨床実習指導者が考え
15：00～
中本隆幸先生
ておくこと～理学療法士の
16：30
（京都きづ川病院）
発展のために～」
脳卒中急性期理学療法の
13：00～
大塚功先生
最近の話題－アウトカムに影
14：30
（相澤病院）
響を与えるプロセスの再考－
15：00～ 膝関節障害の捉え方－考 森口晃一先生
16：30 え方と臨床－
（済生会八幡病院）
14：00～ 疼痛の理学療法〜痛みの多面 松尾篤先生
17：00
的理解から行動戦略を考える〜 （畿央大学）
19：00～ 難病患者に対するリハビリ 出口幸一先生（上田リハ
20：30 テーションについて
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
症例発表、論文作成の方法論） （京都大学医学部呼吸器外科）
11：30
PM（予定） 新人症例発表会
13：00～
18：40
9：00～
17：10
10：00～
17：00
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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

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

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

神経・基礎

D-2
C-1

神経・基礎

C-5

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

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

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
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 2 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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