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明があった。

平成26年度第３回理事会議事録

５．第５回訪問リハビリテーション地域リーダー会

日 時：平成26年７月９日（水）19：00～

議（５月16-17日）の報告

場 所：士会事務所

訪問リハステーション制度化に向けた課題や新研

出席者：並河、市橋、布川、苅谷、麻田、石井、池添、

修体系について説明があった。

黒木、島、関、中本、今井、草下、吉田、
西川（書記）

６．３士会合同京都府訪問リハビリテーション実務

欠席者：依岡

者研修会について
平成26年9月7日10：00〜16：00、京都医健専門学

Ⅰ．報告事項

校にて開催予定

１．会長報告：
地域連携パス会議（第23回脳卒中連携パス運営会
議、第27回大腿骨近位部骨折連携パス会議）医
療・介護サービス提供体制改革のための新たな財

７．各部報告
【総務部】
・公文書H26年度No.18講師依頼（生涯学習部研修

政支援制度事業提案に関わるヒアリング、京都市

会）N o.19講師依頼（新人教育部研修会）N o.20

地域リハビリテーション協議会総会、地域包括ケ

講師派遣依頼（新人教育部研修会）No.21講師依

ア補助金事業ヒアリング、医療推進協議会第26回

頼（新人教育部研修会）No.22講師派遣依頼（北

代表者会議、近畿ブロック会議、京都リハビリ

部研修部研修会）No.23講師派遣依頼（新人教育

テーション医学研究会役員会・講演会、京都介護

部研修会）No.24講師依頼（生涯学習部技術講習

福祉サービス第三者評価等支援機構総会等に出席

会）N o.25講師派遣依頼（生涯学習部研修会）
No.26後援名義使用承諾書（第一回高次脳機能障

２．第１回京都府高齢者サービス総合調整推進会議

害者支援セミナー）No.27施設、備品使用につい

（６月９日）の報告

て（介助教室）N o.28施設、備品使用について

第７次京都府高齢者健康福祉計画の方向性や高齢

（保険部研修会）No.29講師派遣依頼（新人発表

者居住安定確保計画策定の進み方等について意見

部研修会）No.30講師依頼（新人発表部研修会）

交換がされた。
３．ＰＴ協会主催地域包括ケア推進リーダー
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・各 部部員について：平成26年度各部部員リスト
モデ

ル導入研修（６月22日）の報告

が確認され、承認された。
【広報部】
・診 療報酬改定に伴うアンケート調査は保険部へ

制度の説明や研修方法についての説明があった。
士会としてどのように取り組んでいくかを検討し
ていく必要がある。

移行することとなった。
【新人教育部】
・5月25日新人研修会の報告：新入会員188名、既

４．平成26年度全国事務局長会議（７月６日）の報告
平成27年度重点課題、会費徴収方法・納入時期、
シニア会員・育休中の会員減免制度等について説
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３．その他

【北部研修部】

・「 京都リハビリテーション研究会」に対する対

・北 部研修会について京都府の委託事業との関係

応を三役会で検討することとなった。

が確認された。
【会誌編集部】

・「RUN伴2014」（認知症の人や家族・支援者が

・理 学療法京都の原稿について、基本的に著者が

少しずつリレーをしながら一つのタスキをつな

転載許諾申請の手続きをとることが確認された。

ぎ、ゴールを目指すイベント）について京都士
会の活動として参加し、士会員へ参加を呼びか

【保険部】
・ホームページ、NOW、管理者ネットワークで情

けることが承認された。

報を発信予定。
・平成26年12月7日（※のちに平成27年1月11日に

Ⅲ．次回の理事会

変更）「平成26年診療報酬改定と今後考えるべ

第４回理事会：平成26年9月10日（水）19：00～

き機能分化と医療・在宅連携」についての研修

士会事務所にて開催予定

会開催予定。
【公益事業部】
・理学療法週間のイベント：祇園祭の宵山（7月16
日）でうちわを550枚配布予定
・公開講座：平成26年12月14日に生活支援・介護
予防をテーマとした講演会を関理事を講師とし
て開催予定
・介助教室：10月5日に開催予定
【業務推進部】
・小児ネットワークのミーティングを7月27日に開
催予定。管理者セミナーを9月28日に開催予定
Ⅱ．討議事項
１．広報部アンケートについて
・給
 与水準アンケートはリハ科の所属長宛に発送
することとなった。また、養成校アンケートに
ついて、養成校全体のアンケートの内容は４校
すべて掲載し、個人アンケートは現在、提出さ
れている分だけ掲載することとなった。
２．第25回京都府理学療法士学会について
・学生の参加費は500円とすることが承認された
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会 長 行 動 記
８月２日 近畿ブロック会議（新大丸ビル）

６月６日 訪問リハビリテーション実務者会議（京都

７日 京都府医療トレーニングセンター運営委員

医健）

会第２回在宅小委員会（医師会館）

７日 日本理学療法士協会理事懇談会（田町カン

９日 組織財政委員会（田町カンファレンスルー

ファレンスルーム）

ム）

８日 代議員総会（ベルサール半蔵門）
第３回組織代表選考委員会（ベルサール半

介護予防市町村支援事業実施に関する研修

蔵門）

会（ＴＫＰガーデンシティ永田町）
10日 就業フェア（みやこメッセ）

９日 地域包括ケア補助金事業ヒアリング（医師

11日 地域連携パス運営会議

会館）

パス運営会議、第28回大腿骨近位部骨折連

12日 京都府医療トレーニングセンター運営委員

携パス会議（医師会館）

会第９回在宅小委員会（医師会館）

18日 地域包括ケア補助金事業会議（カフェ鴨

京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）
13日 一般社団法人もっと笑顔

第24回脳卒中連携

川）

開所式記念式

21日 第6回脳卒中地域連携を考えるシンポジウ

（洛西総合庁舎支所）
医療推進協議会第26回代表者会議（医師会館）
14日 近畿ブロック会議（新大阪丸ビル）

ム（ホテルグランヴィア京都）
22日 在宅小委員会研修会打ち合わせ会議（医師

19日 京都リハビリテーション医学研究会役員会

会館）

＆講演会（ウェスティン都ホテル京都）

24日 京都府作業療法士会法人設立ならびに創立

21日 京都きづ川病院春の文化講演会（京都ホテ

30周年記念式典・祝賀会

ルオークラ）

（宝ヶ池プリンスホテル）

25日 京都介護福祉サービス第3者評価等支援機

28日 就業フェア会議（リハセンター）

構総会（登録会館）
29日 介護予防推進リーダーモデル導入研修会
（新大阪丸ビル）
７月２日 三役会
３日 京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）
９日 理事会
10日 京都府医療トレーニングセンター運営委員
会第１回在宅小委員会（医師会館）
12日 ＣＢＲシンポジューム
15日 教育会議（京都医健）
23日 就業フェア会議（リハセンター）
25日 医療推進協議会第27回代表者会議（医師会館）
27日 小児ネットワークミーティング（ラポール
京都）
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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
学会長 関

茂
恵美

準備委員長 田後 裕之

第25回京都府理学療法士学会

コンセプト

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。
平成27年1月18日（日）10：00～17：00、京都市呉竹文化センターにて第25回京都府理学療法士学会を開催い
たします。
（テーマ；理学療法士の「真」の力 ～理学療法を活かす～ 詳細は7月号のNOW No.261をご参照ください）
今回は学会のコンセプトをご紹介いたします。（内容についてはFAX通信でご紹介する予定です）

【コンセプト】『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
2014年度の診療報酬改定でも明確化されたように『機能分化』『医療・在宅連携』『在宅支援』が今後の施策
のキーワードとなります。
理学療法士も「技術職」としての「個の最適」のみならず（もちろん治療者・科学者としての研鑽は必須で
すが）医療・介護・福祉に関わる専門職として、『全体の最適』を把握し、調整・促進する能力は必要不可欠
です。
『予防・医療・介護・福祉』もしくは『医療＆在宅』において、
・療法士が全体を見据えてトータルにすべきことは何なのか？
・それぞれの領域において療法士が担い、また繋げていく役割は何なのか？
診療報酬にふりまわされる必要はありませんが、「自己満足」や「独りよがり（ある意味偏りと勘違い）」に
帰結しないために世の中の流れや国策を知り、行動することは重要であり、『全体を把握し、そのなかでのそれ
ぞれの役割を真摯に遂行する』ことで理学療法士の「真」力を世の中に「活かす」ことができればと考えます。
今回の学会は、少子高齢化、介護力低下を迎える近未来において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」を実践を通じて、今一度広い視点でとらえ、同時に個々の日常に還元できるヒ
ントになるものにしたいと思います。
学術活動の場として会員の皆様から多くの演題を引き続きお待ちしています。
【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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日本理学療法士協会 理学療法士講習会
〈基本編〉

〈応用編〉

●パーキンソン病の理学療法

●下肢の運動学と理学療法B

日 時：平成26年11月30日（日） 9：00～17：00

日 時：平成27年1月31日（土）9：30（開始）～

内 容：若 手理学療法士を対象に、パーキンソン病
の運動障害の病態の理解に基づいた理学療

2月1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

法を提供するために必要な知識を講義する。

療法の理論と技術について講習する。具体

運動障害の機序、臨床的特徴とともに、病

的には筋の機能と運動学、股・膝関節の運

期別理学療法の実際、パーキンソン病の理

動学とトレーニング、運動連鎖とストレッ

学療法のエビデンス、最近のトピックスに

チング、関節可動域制限因子の評価と治療、

ついても教示する。

OKCとCKCトレーニングなどを行う。

講 師：松尾善美（武庫川女子大学大学院）

＊本 講習会は「下肢の運動学と理学療法A」と同様

石井光昭（佛教大学）

の内容です。

鎌田理之（大阪大学医学部付属病院）

講 師：市橋則明・建内宏重 (京都大学大学院医学研

岡田洋平（畿央大学）

究科人間健康科学系専攻)

会 場：佛教大学二条キャンパス701教室

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

受講費：会員3,240円、非会員10,800円

受講費：20,000円

定 員：120名

定 員：4 8名（受講者決定方法：申込締切日以降に

受講者決定方法：先着順

抽選）

定員になり次第締め切り

申込締切日：平成26年12月10日（締め切り日から10

申込開始日：平成26年8月20日

日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて

申込締切日：平成26年11月16日

届かない場合は、下記申込み先にお問い合

申込先と申 込方法：日本理学療法士協会ホームペー

わせください）

ジのマイページより参加申し込み

申込方法： 下記 ①～⑧ 項目を明記し、申し込み先

問い合わせ先：佛教大学保健医療技術学部 石井光昭

E-mailアドレスまでE-mailにてお申し込み下

ishii@bukkyo-u.ac.jp

さい①講習会テーマ、②氏名（フリガナ）、
③所属（士会・勤務先施設名および所属部
署・〒・勤務先住所・電話番号）、④メー
ルアドレス（受講可否の連絡をするので病
院のアドレスなど共通のアドレスではなく、
必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてく
ださい）、⑤経験年数（

年目）、⑥生年

月日（西暦で）、⑦会員番号、⑧本講習会
への過去の申し込みの有無
申込先：E-mail：kyoto.pt.seminar.kashib@gmail.com
単 位：認 定・専門理学療法士履修ポイント：20ポ
イント
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平成26年10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、佐藤先生をお迎えし、
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。発
表者の方々はこの発表会を通じて、理学療法士としてレベルアップしていただけるものと確信しています。発
表者以外の先生方にも多数ご参加いただき、多くのご指導をいただき、また熱い議論が展開されることを期待
しております。
記
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）
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
新人症例発表会
日 時 平成26年11月16日（日） 13：00～
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

■ 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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◀各部からのお知らせ▶

絡してください。

●財務部からのお知らせ●

★Ｈ26年度の会費未納者が247名おられます★

★現金振り込みにて会費納入されている会員の方へ

なっております。

８月２０日現在にて２４７名の方が会費未納と

のお知らせ★

まだ会費納入をされておられない会員の方は早急

現在、会費の納入において楽天カードと口座振替

に下記口座までお振込みください。

のいずれかを登録されていない会員の方には、日本
理学療法士協会よりバーコード式の払込票が送付さ

★継続会費

：１９，０００円

れています。

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

京都府理学療法士会でもその方法による現金振り

（免許取得年度入会）：１８，０００円

込みにて会費の納入をしていただいている会員が
６００名以上おられます。

・銀行振込

最近、バーコード式の払込票に記載されている

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

『郵便振替代行センター』の口座番号を入力して郵

普通預金 ００５３７３１

便局のＡＴ Ｍやネットバンクより直接送金した会員

一般社団法人 京都府理学療法士会

がおられることが判明しました。
この場合、バーコードを通していないため、『郵

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

便振替代行センター』では払込者の氏名と金額は分

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

かるものの、「どこ宛てに振り込まれたものか?」

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

「何の目的のお金か?」の判断ができず、不明金とし

＊通信欄に短文が書けます。

てセンターに収納されてしまいます。

当士会では会費納入期限（６月３０日）を過ぎて

その結果、日本理学療法士協会へも連絡がないま
まに会費未納となっている状態です。

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。

日本理学療法士協会からの払込票にて会費納入さ
れる場合は必ずコンビニエンスストアまたは郵便局

★楽天カードへの申し込みは済みましたか？★

の窓口にてお支払いをしていただきますようお願い
致します。

Ｈ２６年８月２０日の時点にて、楽天クレジット
未申込の方が８０２名おられます。
会費未納者が多数になりますと士会事業に多大な

また、今年度会費を日本理学療法士協会から送付
されてきた払込票を使用し、郵便局のＡＴ Ｍやネッ

影響を及ぼしますので、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。

トバンクなどを利用して送金された方は、日本理学
療法士協会ホームページの『マイページ』の決済履

方法は日本理学療法士協会ホームページ上の「マ
イページ」から申し込みください。

歴ご確認いただき、振込日より1週間以上経過しても
『入金済み』になっていない場合は、振込日の分か

申込方法がご不明な場合は直接協会事務局までお
問い合わせ下さい。

る控えをご用意の上、日本理学療法士協会事務局
（０３－６８０４－１４２１：担当：石田さん）へ連
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単 位：新人教育プログラム C-1

京都府理学療法士会では研修会受講時に会費納入

テーマ：「脳卒中急性期理学療法の最近の話題

の確認として各証明証のご提示をして頂いておりま
す。

－
 アウトカムに影響を与えるプロセスの再考－」
講 師：大塚 功 先生（相澤病院）

クレジット証明証をお持ちの方は今年度以降も同

申込方法：web（https://ez-entry.jp/kyoto-2014-4-5/

様に研修会受付にてご提示ください。

e n t r y/）での申し込み締め切りは過ぎて

現在クレジット以外にて会費納入されておられる

おりますが、参加希望者は下記までご連

方（ニコス自動振替・現金振込・施設払い）は会費

絡ください。

納入後に事務所より２６年度の会費納入証明書（緑

新
 人教育部部長 建内宏重

色のシール）が送付されてきますので会員証に貼付

（tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp）

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。（Ｈ２５年会費納入証明証（紺色の

第5回新人教育部研修会

シール）は無効となっております）

日 時：平成26年10月19日（日）15：00～16：30
（受付開始：14：30）

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。

会 場：京都大学医学部人間健康科学科
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

西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

テーマ：「膝関節障害の捉え方 －考え方と臨床－」

〒602－8319 京都市上京区七本松五辻上ル

講 師：森口 晃一 先生（済生会八幡総合病院）

TEL：（075）461－8800（内線159）

申込方法：web（https://ez-entry.jp/kyoto-2014-4-5/

FAX：（075）461－5514

e n t r y/）での申し込み締め切りは過ぎて
おりますが、参加希望者は下記までご連

★会員情報に変更のある方へお願い★

絡ください。

所属先の異動や、お引っ越し、ご結婚など、会員

新
 人教育部部長 建内宏重

情報に変更がある方は、すみやかに日本理学療法士

（tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp）

協会のマイページより、異動の手続きをお願いいた
します。先日行いました会員調査でお答えいただい

第6回新人教育部研修会

ただけでは会員情報は更新されませんので、必ずお

日 時：平成26年11月6日（木）19：00～20：30

手続きをしていただきますようお願い致します。

（受付開始：18：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科

●新人教育部からのお知らせ●
第4回新人教育部研修会
日 時：平成26年10月19日（日）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
参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

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 D-1
テーマ：「 難病患者に対するリハビリテーションに
ついて」
講 師：出 口

幸一

先生（上田リハビリテーショ

ン診療所）
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
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多数の場合抽選になる場合があります）。

１．氏名（フリガナ）

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

２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話

申込期間：平 成26年7月1日（火）9時から10月17日

番号）

（金）17時まで

３．メールアドレス（受講可否の連絡をし

受講可否の通知について：

ますので、必ず連絡の取れる個人のアド

1 0月22日以降に、上記U R Lトップページお

レスにしてください。）

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。

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）

第2回新人技術講習会

＊メ ールの件名は、「第2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

申込

み」としてください。

日 時：平成26年12月13日（土）～12月14日（日）

応募締め切り：平成26年11月9日（日）必着

12月13日 13：00～18：40（受付 12：30～）

＊応 募者多数の場合、抽選になる場合があります。

18：50～19：50 懇親会（無料）
12月14日 9：00～17：10

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

（2日間合計12.5時間）

届かない場合は、下記にお問い合わせください。

内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象

注意事項：

に、運動学に基づいた関節運動の評価・治

＊同一施設から複数人申し込みをされる場合は、病

療方法（ストレッチング）および姿勢や動

院のアドレスなど共通のアドレスではなく個人の

作の評価・治療方法について、講義と実技

アドレスにてお申し込みください。

を行います。具体的には、以下の項目が含

＊京 都府士会に入会されていないと講習会に参加し

まれます。

ていただくことができません。入金をされていな

・触診（肩・股・膝・足関節）

い場合、入会とは認められませんので、ご注意く

・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際

ださい。

・関 節可動域制限の評価とストレッチング

＊ご 使用の端末の迷惑メール対策により、双方の連

の実際

絡が行き届かない例が頻発しております。設定を

＊受講により、新人教育プログラムB－2

1単位が認

解除して頂くか、上記メールアドレスの指定受信

定されます。

を行ってください。

＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。
講 師：市 橋則明

先生・建内宏重

＊申し込み後、受付完了のメールを以って申込み手

先生（京都大

続きが終了となります。申込み後1週間を過ぎても

学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

返信がない場合は、大変お手数ですが下記にお問

京都大学大学院生

い合わせください。

会 場：京都大学医学部人間健康科学科
受講費：5,000円

問い合わせ先：

定 員：40名

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53

申込み方法：下記1～4項目をもれなく明記し、メー

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

ルにてお申し込みください。

小山優美子
（TEL: 075-751-3935、e-mail: kyoto.shinjin＠gmail.com）
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経）10ポイント

新人発表部主催新人症例発表会、京都府理学療法

参加費：会員 1,000円 会員外 5,000円 学生 1,000円

士学会、近畿理学療法学術大会、日本理学療法学術

※会 員とは日本理学療法士協会会員のことを指しま

大会では主催者が単位登録手続きを行いますが、他
の学術大会などで発表された場合は個人で申請する

す。
※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

必要があり、京都病院学会などがそれにあたります。

ください。

対象となる方は下記内容をコピーの上、京都府士会
事務所まで郵送して下さい。尚、研究会、施設単位
の発表会等は対象としません。

●保険部からのお知らせ●

①主 催者・大会名・開催期日が記載された表紙等の
コピー

保険部では医療保険・介護保険に関わる情報を

②抄録集の演者名が特定できるもののコピー

ホームページ上におきまして、随時更新していきま

③発表セクションと個人が特定できるプログラム

す。平成26年度におけるホームページ更新状況は下

④連絡先・メールアドレスを記載したもの

記の通りです。今後とも会員の皆様のご協力の程、
宜しくお願い致します。

●生涯学習部からのお知らせ●

・2014年リハビリ新点数検討会の報告（平成26年4月
26日）

第4回生涯学習部研修会

・厚 生労働省Ｑ＆Ａ（その５・その６・その７）

日 時：平成26年10月26日（日）

（平成26年6月12日）

14：00～17：00（受付開始13：30）

・医 療・介護制度を一体で改革する「地域医療・介

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

護推進法」（平成26年7月2日）

テーマ：『 疼痛の理学療法〜痛みの多面的理解から

・厚生労働省診療報酬改定結果検証部会からの報告

行動戦略を考える〜』

（平成25年度調査より）内容が掲載されました。

講 師：松尾 篤（畿央大学）

（平成26年7月19日）

内 容：運 動器、脳血管障害に関わらず疼痛を訴え

・平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び

られる患者様に対して、その原因や病態を

官報掲載事項の一部訂正について（平成26年7月23

理解し適切に対応できているでしょうか．

日）

疼痛を繰り返し訴えられる患者様では情動

・『指導、監査関連情報に関する抜粋』（平成26年8

的な側面も大きく影響しており、理学療法

月13日）

士が他職種や家族と協力してアプローチを
展開していく必要があります．今回の研修

保険部 平成26年度 研修会

会では畿央大学ニューロリハビリテーショ

テーマ：『 平成26年診療報酬改定と今後考えるべき

ン研究センターの松尾篤先生をお招きして

機能分化と医療・在宅連携』

感覚・認知・情動的側面から疼痛の理学療

日 時：平成27年1月11日（日）９：30～12：30

法についてご教授していただきます．

（受付 ９：00～）

単 位：新人教育プログラムB-2

場 所：京都医健専門学校 第２校舎 ２階

専門・認定理学療法士履修ポイント（神
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講演７：生活期リハの連携（訪問看護ステーショ

参加人数：8 0名（申し込み多数の場合は抽選とさせ

ン「きづ川はろー」）勝田 光一 先生

て頂きます。ご了承お願い致します。）

（訪問看護、訪問リハ、老健、デイケア）

参加費：無料
お申込み方法：h okenbu.kyoto@gmail.comにメール
Ⅰ）平成26年度診療報酬改定（70分）

にてお申込み下さい。

テーマ『 平成26年度診療報酬における具体的対応

申し込み期間：平 成26年10月15日（水）～平成26年

について』

12月20日（土）

座長：中本 隆幸 先生

問い合わせ先：京 都 府 理 学 療 法 士 会

講演１：平 成26年度診療報酬改定について

保険部

hokenbu.kyoto@gmail.comまで。

（京都きづ川病院）中本 隆幸 先生
講演２：施 設における対応１（京都府立医科大

多数のご参加をお待ちいたしております。宜しく
お願い致します。

学附属病院）久保 秀一 先生
講演３：施設における対応2（京都南病院）

●公益事業部からのお知らせ●

鈴木 英嗣 先生
＊講演１…平成26年度診療報酬改定の要約
＊講演２～3…それぞれの施設における①～⑥の
具体的対応について講演頂きます。
「
 対応した理由、対応できていない理由を含
めて」

士会のPRブースをだします!
11月9日（日）in みやこめっせ (京都市東山区)
医療推進協議会主催のイベントがあり、各職能団
体がブースをだします。毎年、PT士会もブースを出
しています。理学療法の啓発活動を目的にステ－ジ

①廃用症候群に関する対応

での出し物、転倒予防に関する事、相談事業などを

②ADL維持向上機能体制加算に関する対応

行っています。昨年はアンパンマンショーもあり多

③地域包括ケア病棟に関する対応

くの方が来場されました。お近くにこられましたら、

④運動器不安定症に関する対応
⑤が ん患者のリハビリテーション料に関する

お立ち寄りください。

対応、
⑥その他
Ⅱ）医療・介護連携（80分）
テーマ『機能分化と医療・在宅連携』
座長：田後 裕之 先生
講演４：地 域における施設間連携

～地域包括

ケアシステム構築をふまえて～（第二
岡本総合病院）田後 裕之 先生
講演５：急 性期リハの連携（京都府立医科大学
附属病院）久保 秀一 先生
講演６：回 復期リハの連携（大原記念病院）
増田 剛 先生
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「京都府リハビリテーション
就業フェア2014パート2」
開催決定

病院紹介

フェア実行委員会では、京都府、出展法人などの
要望を受け、理学療法士会・作業療法士会の理事会
での決定を経て「京都府リハビリテーション就業
フェア2014パート2」を開催することを決定しま
した。日時は平成27年1月12日（月）成人の日、会

①施設名

場はパルスプラザ京都第2展示室

医療法人愛友会 明石病院

出展法人予定数

は60で企画していきます。

②住所
〒600-8884 京都市下京区西七条南衣田町93

去る8月10日（日）「京都府リハビリテーション就

③病床数 一般：40床、医療療養：80床

業フェア2014」がみやこめっせで開催されました。

④職員数（リハビリ）

参加事業所61施設、5団体の参加で開催しました。当

12名（PT：8名、OT：3名、ST：1名）

日は台風の影響により、参加者（相談者）が75名に

⑤平均年齢 34歳

とどまりましたが、なんとか事業を終了することが

⑥週休

できました。

4週8 or 9休（年間106日）

京都府では福祉職就業フェアや福祉職・医療職就

⑦休み・after５の使い方

業フェア合同開催もあり、就業イベントへの参加の

食べ歩き（食べ放題）、映画鑑賞、ドライブ、子

機会はあるのですが、リハ専門職に特化したフェア

どもと遊ぶ

はリハビリテーション就業フェアのみで、毎年リハ

⑧施設環境

専門職250名前後の参加者があり30名前後の方が京都

明石病院は昭和２９年に診療所が開設され、昭和

府リハビリテーション就業フェアへの参加で就職を

４４年より病院となりました。西大路七条に位置

決められています。

し、京都の下京区で地域医療の歴史の長い病院で

しかし今年は、残念ながら台風の影響により参加

す。現在は、周辺医療施設との連携を密にしなが

者が大変少なく、京都府はじめ出展法人などから

ら、プライマリ・ホスピタル（初期治療・かかり

「本年度中にもう一度開催してほしい」という要望

つけ医療の病院）として、亜急性期から慢性期の

がありました。
実行委員会では、その要望を受け、開催時期、会

患者さんの治療および退院後の生活に向けたリハ

場などの検討を行い、「京都府リハビリテーション

ビリテーションの充実化を図っております。

就業フェア2014パート2」を開催することに決定いた

⑨施設リハビリの特色
脳血管リハⅡ、運動器リハ・呼吸器リハⅠを算定

しました。

してます。昨年より訪問リハビリを開始し、地域

会員の皆さんの施設の出展法人としての参加をお

密着型の病院を目指してます。今年度中に施設基

待ちしております。ご自分の手で新人の発掘に参加

準脳血管リハⅠを申請予定で、リハビリテーショ
ンの充実を図ってます。

してみませんか。開催へのご協力よろしくお願いい
たします。
（文責 依岡）
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教 員 紹 介 〜京都橘大学編〜
これから理学療法士を目指す人たちを育くんでいくことは，私
たち理学療法士に課せられた役割のひとつですが，よりよい育
成を行うためには臨床現場と教育現場が連携していくことが必
要です。そのために、情報を共有することも大切かと考え、京
都府の理学療法士養成校で教員として教育に携わる理学療法士
の皆様に教育方針等について、お話を伺いました。今月の
NOWは、京都橘大学の先生のお話を掲載いたします。

代表者様から
Ⅰ.教育について
・どのような理学療法士を養成したいとお考えですか？
本校は、心理学科と同じ学部（健康科学部）を構成しています。
患者様の精神的なケアにも目を向けられる理学療法士を要請したいです。
・教育現場で感じる、教育の難しさや苦労はどんなことですか？
「理学療法士になる」という目的意識が低い学生に対して、理学療法士のやりがいや魅力を伝える
ことが難しいです。
・理学療法士となるには資質的な問題を抱える学生に対し，学科としてはどのような対応，対策を取っ
ていますか
学生一人に対して、学習面・生活面で指導や精神相談を受ける教員を二人配置しています。まず問
題の危険信号を早めに察知し、早めの対応が出来るよう複数の教員の目で学生を見守っています。
Ⅱ．臨床実習について
・実習施設・実習指導者とは、どんな連絡・連携の取り方をしていますか？
施設によって異なります。連携を密にとれている施設とは、学習会・研修会を開催していますし、
学生が実習期間以外でも見学等させて頂いています。
・実習施設・実習指導者に対する希望や要望を教えてください。
学内では指導することが難しい「理学療法士の魅力ややりがい」を指導して頂きたいです。
・教育と臨床現場が連携していくためには，どのような関わり・取り組みが必要ですか
養成校が実習をお願いする代わりになるものがあればと思います。
学習会や研修会などを養成校に依頼して頂ければご期待に添えるように努力致します。職場の新人
教育などに使えないかと思います。
人の教育を通して養成校と臨床施設の関係づくりができればと思います。
Ⅲ．広報誌NOWを読む府士会員に向けて，ぜひこの機会にコメントをお寄せください
京都橘大学は開設3年目の新設校です。先生方のご協力により、何とか学年進行出来ております。
地域に貢献できる理学療法士を養成してまいりますので、今後ともご協力お願い致します。
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大杉 紘徳 先生

阿波 邦彦 先生

出身校：聖隷クリストファー大学
理学療法士免許取得：7年目
臨床経験：5年
臨床経験施設：1箇所
教員経験年数：1年
担当分野・科目：脳・脊髄障害コース系分野
・教員になったきっかけ：
理学療法教育・研究について研究してみたいと
思っていたため。
・教員として心がけていること：
身体面だけでなく、心理的な側面に対しても科学
的な見地からとらえる重要性を学生に伝えるよう
に心がけています。
・教員のやりがい：
日々、学生が成長する姿を真近でみられるところ。
・最近の学生の特徴を教えてください
優しく、落ち着いている印象。与えられた課題には
積極的に取り組んでいる。また、団結・協調を重ん
じているように思います。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
学内では知り得ることのできない『臨床の場』を
経験する機会をご提供頂けたらと思います。

出身校：医療福祉専門学校 緑生館
理学療法士免許取得：11年目
臨床経験：8年
臨床経験施設：2箇所
教員経験年数：2年
担当分野・科目：内部障害系理学療法
・教員になったきっかけ：
内部障害系理学療法に興味を持ってくれる理学療
法士が増えてほしいと思ったこと
・教員として心がけていること
学生の声に親身に耳を傾けること
・教員のやりがい
学生の成長に驚かされること
・最近の学生の特徴を教えてください
自己表現が苦手な印象を持ちますが、努力家でも
あると思います。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
他者に接する態度と行動を身につけさせてあげて
頂ければと思います。

甲斐 義浩 先生

安彦 鉄平 先生

出身校：西日本リハビリテーション学院
理学療法士免許取得：16年目
臨床経験：6年
臨床経験施設：2箇所
教員経験年数：10年
担当分野・科目：専門基礎分野・運動学・運動生理学など
・教員になったきっかけ：
恩師の勧めで専門学校の教員生活がスタートして
現在に至ります。
・教員として心がけていること
一方的な知識の押し付けをしないこと
共に学ぶこと、共に成長（人間的に）すること
・教員のやりがい
教えることだけではなく、学生から多くのことを
学ぶことができます。
・最近の学生の特徴を教えてください
自分の学生時代と比較すると、とても素直で勉強熱
心な学生が多いです。しかし将来の夢を語ることが
できる学生が少ないように思います。安定した職業と
してPTを選択しているということかもしれません。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
先生方の理学療法士としての“こだわり”や“熱意”を
伝えて頂きたいと思います。
理学療法士という職業の魅力を是非ご教示頂きたいです。
教員のことを学生はPTと思っていないように感じます。

出身校：社会医学技術学院
理学療法士免許取得：10年目
臨床経験：8年
臨床経験施設：1箇所
教員経験年数：2年
担当分野・科目：評価学・義肢装具学・生活技術学
・教員になったきっかけ：
理学療法教育に携わり、患者に対して真摯で、熱
意のある理学療法士を育成したいため
・教員として心がけていること
臨床に即した理学療法学の教育を行うこと
挨拶や礼儀の徹底
・教員のやりがい
学生の成長を感じられるとき
・最近の学生の特徴を教えてください
多くの学生が真面目であり、課題に対して熱心に
取り組みます。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
学校では伝えることのできない、臨床現場を見せ
て頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
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崎田 正博 先生

横山 茂樹 先生

出身校：九 州リハビリテーション大学校、九州大学

出身校：長崎大学医療技術短期大学部

大学院

理学療法士免許取得：26年目

理学療法士免許取得：21年目

臨床経験：14年
臨床経験施設：1箇所

臨床経験：19年

教員経験年数：11年

臨床経験施設：2箇所

担当分野・科目：運動療法学・スポーツ理学療法

教員経験年数：11年
担当分野・科目：人間発達学、発達障害系理学療法

・教員になったきっかけ：
長年、母校の附属病院に勤めていましたが、母校

・教員になったきっかけ：

が4年制教育を開始する機会に教員となりました。
「理学療法学」が学問として確立していく上で

偶然
・教員として心がけていること

「臨床研究」を追求していきたいと考えての転身

ことを成し遂げるために近道なし

でした。

・教員のやりがい

・教員として心がけていること

学生に一から教えることの難しさ、そしてやりがい

学生たちが自己実現を果たすための「気概」と

・最近の学生の特徴を教えてください

「行動力」を身に付けるには、何が必要であるか

時代と共に生活環境も変化し、学生の表面的態度

考えながら接しています。また大学バレーボール

等は変わったように思いますが、本質的な所では、

部のサポート活動を通して「スポーツ領域の理学

今も昔も変わっていないと思います。

療法とは何か？」を追求していく姿勢を忘れない

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

ようにしています。

今後も先生方の御施設に実習依頼を兼ねてお伺い

・教員のやりがい

することもあるかと思いますが、何卒宜しくお願

「学生から裏切られること」でしょうか？「親の

い申し上げます。

心、子知らず」と言いますが、学生にはなかなか
教員の真意が伝わらないものです。しかしそのよ
うな中で少しずつ変化している学生の姿に気づい

松尾 奈々 先生

た瞬間に「やりがい」を感じています。

出身校：医療福祉専門学校 緑生館

・最近の学生の特徴を教えてください

理学療法士免許取得：15年目

「核家族化」や「大人のモラル低下」が言われて久

臨床経験：4年

しい社会に育った子供たちは、

臨床経験施設：2箇所

“常識とは何か？”知らないだけのように私は感

教員経験年数：11年

じています。またS N Sが隆盛期を迎える中、大

担当分野・科目：理学療法評価、筋・骨の触診

学教育でもタブレットを用いて質問を受け付ける
講義も登場しています。とてもコミュニケ―ショ

・教員になったきっかけ：

ン教育を培う環境とは言えません。このような中

恩師から「母校で働かないか」と声をかけられた。

で学生としっかり対話することで行動できる学生

・教員として心がけていること

も多く、柔軟性を持っていると思っています。

学生の努力、頑張りを認める。

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

・教員のやりがい

「臨床実習」という機会は学生が社会人として、

やりがいは感じます。

医療人として大きく成長する環境にあります。い

・最近の学生の特徴を教えてください

つも臨床実習終了後には一回りも二回りも大きく

・とても熱心に勉強する。

なった学生の姿に驚かされています。同時に学内

・異 なる状況下になった場合の対応力に乏しいこ

教育の限界も感じています。私は、学内では「打

ともある。

てば響くような感性」を持った学生を育てたいと

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

考えています。臨床の先生方には、是非現場で奮

学内では限られた環境で、限られた人の交流のみ

闘されている姿や意気込みを学生に伝えて頂きた

であるため、臨床でしかできないことを経験する

いと思います。

きっかけを作って頂きたい。
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兒玉 隆之 先生

村田 伸 先生

出身校：国立療養所福岡東病院附属リハビリテー

出身校：長崎リハビリテーション学院

ション

理学療法士免許取得：29年目

理学療法士免許取得：22年目

臨床経験：11年

臨床経験：常勤6年、非常勤15年

臨床経験施設：3箇所

臨床経験施設：常勤1箇所、非常勤7箇所

教員経験年数：18年

教員経験年数：16年

担当分野・科目：地域理学療法学・ヘルスプロモー

担当分野・科目：神 経障害系理学療法学、神経・筋

ション理学療法

疾 患 理 学 療 法 学 、リハビリテ ー
ション概論 など

・教員になったきっかけ：
先輩から誘われたからです。

・教員になったきっかけ：

・教員として心がけていること

教員をしていた先輩PTからの誘い

学生に寄り添って教育すること

・教員として心がけていること

・教員のやりがい

学生に対しては、「しっかりと目を見て向き合

学生の笑顔を見ることです。

う」以上に、前に進ませてあげるためにも、いか

・最近の学生の特徴を教えてください

に「同じ目標を見る」かが大切だと思っています。

個人では積極的に意見を言えますが、集団になる

・教員のやりがい

となかなか自分の意見を言えないようです。

理学療法士になるための大切な4年間を任されてい

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

ますので、この職が社会でいかに重要であるかを

学生を温かくご指導ください。

伝えられるか、そのための努力をやりがいと感じ
ています。
・最近の学生の特徴を教えてください

堀江 淳 先生

学生は研究報告やカリキュラムの充実化に伴い非

出身校：藍野医療技術専門学校

常に多くのことを学びます。そのため、情報過多

理学療法士免許取得：24年目

となってしまい、時に表面的・流行的な内容ばか

臨床経験：16年

りに興味が向き、基礎が抜けてしまっている場面

臨床経験施設：2箇所

が良く見られます。またスマホなどのツールで手

教員経験年数：7年

軽にネットが使えてしまうため、じっくりと時間

担当分野・科目：内部障害

をかけて調べることや、突き詰めて考えることが
苦手な学生は多いようです。

・教員になったきっかけ：

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

学術的に理学療法を探究したいと思ったから

緊密な連携体制づくりをさせて頂きたい。

・教員として心がけていること
客観的分析の大切さ、科学としての理学療法のと
らえ方
・教員のやりがい
臨床へ訪問した時に教え子たちが頑張って仕事をし
ている姿を見たとき、
この仕事のやりがいを感じる
・最近の学生の特徴を教えてください
冷静、クール、個性的な学生が少ない。理学療法
士を目指す学生なので基本的には「まじめ」「や
さしい」…そのような「印象」がある。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
科学としての理学療法、医学としての理学療法、
ととらえたうえで、患者様に接する真摯な姿勢を
教えてあげてほしい。
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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
終了

時間

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～
18：40
9：00～
17：10

8月17日
終了

10：00～
13：00

8月27日
終了
9月7日
終了
9月21日
終了

19：00～
20：30
10：00～
16：00
10：00～
16：00
10：00～
11：30
13：00～
14：30
15：00～
16：30

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

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

8月2日
3日
終了

9月23日
終了

テーマ

13：00～
14：30
15：00～
16：30
14：00～
17：00
19：00～
20：30
10：00～
11：30
13：00～
13：00～
18：40
9：00～
17：10
10：00～
17：00

市橋則明先生、建内宏重先生
第 1 回新人技術講習会
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）
京都大学大学院生
法の理論と実際
行動分析学に基づく理学
山崎裕司先生
療法の実践 - 高次脳機能
（高知リハビリテーション学院）
障害から認知症まで 運動器の理学療法と症例 河井祐介先生
発表
（京都下鴨病院）
脊髄損傷の疫学と評価、急性期 長谷川隆史先生
～回復期の完全・不完全損傷 （中部労災病院）
高齢者におけるベッド上姿勢 神内昭次先生
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
川村孝先生（京都大学環境
～理学療法士はエビデンス
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
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）
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
中本隆幸先生
ておくこと～理学療法士の
（京都きづ川病院）
発展のために～」
脳卒中急性期理学療法の
大塚功先生
最近の話題－アウトカムに影
（相澤病院）
響を与えるプロセスの再考－
膝関節障害の捉え方－考 森口晃一先生
え方と臨床－
（済生会八幡病院）
疼痛の理学療法〜痛みの多面 松尾篤先生
的理解から行動戦略を考える〜 （畿央大学）
難病患者に対するリハビリ 出口幸一先生（上田リハ
テーションについて
ビリテーション診療所）
研究方法論（学会発表、症 佐藤雅昭先生
例発表、
論文作成の方法論） （京都大学医学部呼吸器外科）

№262

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

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

新人症例発表会

C-6

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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京都府理学療法士会

№262

事務職員募集について

下記の通り士会事務職員を募集しております。
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

雇用保険の適用 ： 無

＊契約日から３ヶ月間は試用期間とする。

編 集 後 記
すっかり秋の気配をあちこちに感じる今日この頃です。会員の皆様におかれましては
いかがお楽しみでしょうか。仕事以外の時間をめいっぱい楽しむことも理学療法士としての必須条件
だと私は思っています。山に川にテーマパーク、そしておいしいもん！！
仕事もプライベートも全力投球で楽しんで、秋を満喫しましょう。（東佐登美）
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