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新年のご挨拶
京都府理学療法士会会長

並河

茂

新年あけましておめでとうございます。
2015年を迎えるにあたって、士会員の皆さんに新年のあいさつを申し上げたいと思います。
昨年は診療報酬改定の年であり、団塊の世代が７５歳以上となる2025年に向けて、医療機関の機能
分化・強化と連携、在宅医療の充実などの医療提供体制の改革、地域包括ケアを目指した改革が行わ
れました。本年は介護報酬の改定の年です。いろいろな情報が飛び交う中で、日本作業療法士協会が
進めていた“生活行為向上マネージメント”としての“生活行為向上リハビリテーション”が、在宅で
6か月間治療費が取れる制度が出てこようとしています。このサービス提供料を取るためには、一定の
研修を受講したものが実施できることになります。半田協会長も研修会を開催すると言っておられま
す。なんらかで我々も関わらなくてはならないと考えます。士会員の皆さん注目しておいてください。
京都府理学療法士会は本年昨年に引き続き、地域包括ケアシステムの構築を考え、推進していきま
す。まず日本理学療法士協会の進めている地域包括ケア・介護予防推進リーダー研修会を行い、人材
の育成に努めます。また27年4月から市町村で「地域ケア会議」が設置されます。会議では、医療・
介護・予防・住まい・生活支援といったサービスが一体的に提供されることが求められ、サービスの
質・量の充実だけでなく、各サービスの連携が必要となります。会議では他職種連携の推進、地域の
ニーズや社会資源の適格な把握、地域の課題への取り組みの推進で、高齢者が地域で生活しやすい
環境を整備することが大切なものとなってきます。よき人材を育成し、地域ケア会議に参加していた
だき、理学療法士として地域で活躍していただきたいと考えています。
士会員の皆さんに心がけていただきたいことがあります。
① 臨床力の強化：最近はあちらこちらで「質の低下」という言葉をよく聞きます。私たちの多く
は治療者として職についています。患者さんから学びつつ、日々成長しているのが私たちです。
ケース、ケースでの問題点に如何に取り組み、良い方向に導くかを議論する大切さを知って下さ
い。ＥＢＭが大切なものになってきます。臨床力に磨きをかけ、自分でまず考え、チームで議論
を尽くし、考え・判断のできる療法士になっていただきたい。またコンプライアンスも、高い意
識を持って、認識して下さい。
② チームとしての役割：私たちはチーム医療を行っています。多種多様なスタッフが、各々高い
専門性を前提に、質の高い、安心、安全な治療を行うことが求められています。専門性の向上が
大切になってきます。日々の努力を怠ることなく臨床に取り組んでください。
③ チャレンジ精神：チャレンジ精神を持ち続けて下さい。現状に決して満足しないで、常に前向
きに治療に取り組んで下さい。現状に満足した時点で成長は止まります。衰退に向かうことにな
ります。このことを認識して下さい。自分の強い思いを伝えるためには、高い目標を持って、飽
くなきチャレンジを続けるような療法士になって下さい。
今年も京都府理学療法士会は、前へ前へと進んでいきます。ご協力よろしくお願いします。
士会員のみなさんのご健勝とご活躍を祈念して、挨拶とさせていただきます。
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会 長 行 動 記
９月３日
４日
６日
７日
８日
９日
10日
11日
12日

17日
18日
19日

21日
22日
27日

三役会（リハセンター）
京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）
第２回在宅医療研修会（医師会館）
第10回京都訪問リハビリテーション実務者
研修会（医健）
地域包括ケア会議（がくさい病院）
平成25年度京都府地域包括ケア交付金事業
会議（久野病院）
理事会（リハセンター）
在宅医療小委員会研修会打ち合わせ会議
（佛教大学）
医療推進協議会第28回代表者会議（医師会
館）
就業フェア会議（リハセンター）
訪問リハビリテーション実務者会議（京都
医健）
在宅医療小委員会研修会打ち合わせ会議
（医師会館）
京都府リハビリテーション支援センター
平井・奥田氏と話。（がくさい病院）
京都市身体障害者連合会住居改善チーム世
話人会
スカイフェスティバル（パルスプラザ）
平成26年度第１回 京都地域包括ケア推進
交付金事業委員会（カフェ鴨川）
高次脳機能障害家族の会”つくしの会”理
事会

16日 グラクソ・スミスクラインＫＫ 京都営業
所 山本氏・玉置氏来訪
就業フェア会議（リハセンター）
17日 教育課程編成委員会（京都医健）
22日 平成26年度第３回 京都地域包括ケア推進
交付金事業委員会（カフェ鴨川）
25日 財政検討委員会（田町カンファレンスルー
ム）
26日 在宅介護サービス研究大会（京都仏眼医療
専門学校）
30日 京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）
11月１日 第３回在宅医療研修会（医師会館）
２日 組織運営会議（田町カンファレンスルー
ム）
近畿ブロック会議＆懇親会
３日 第54回近畿理学療法学術大会（大阪国際会
議場）
近畿ブロック政治連盟会議
６日 平成26年度第４回 京都地域包括ケア推進
交付金事業委員会（カフェ鴨川）
７日 第５回京都府高齢者サービス総合調整推進
会議（医師会館）
８日 小 西 博 喜 旭 日 双 光 賞 叙 勲 記 念 祝 賀 会
（リーガロイヤルホテル）
９日 京都医療推進協議会 イベント（みやこ
めっせ）
京都式認知症ケアを考えるつどい 実行委
員会（京都教育文化センター）
13日 第４回在宅小委員会（医師会館）
19日 リハビリテーション教育評価機構 実地調
査
21日 京都私立病院協会 創立50周年記念式典
（京都ホテルオークラ）
22日 日本車椅子ハンドボール大会（～23日）
（鳴門アミノバリュー体育館）
25日 京都訪問リハビリテーション実務者研修会
打ち合わせ会議（カフェ鴨川）
26日 リハビリテーション教育評価機構 実地調
査
平成26年度第５回 京都地域包括ケア推進
交付金事業委員会（カフェ鴨川）
28日 教育課程編成委員会（京都医健）
29日 三役会&理事会（事務所）
30日 京都地域リハビリテーション研究会（京都
府立医科大学附属図書館ホール）

10月２日 京都府医療トレーニングセンター運営委員
会
第３回在宅小委員会（医師会館）
京都ＣＢＲ世話人会（リハセンター）
５日 患者参加のチームで取り組む医療安全研修
会（メルパルク京都）
６日 京都訪問リハビリテーション実務者研修会
打ち合わせ会議（カフェ鴨川）
７日 平成26年度第２回 京都地域包括ケア推進
交付金事業委員会（カフェ鴨川）
８日 京都市身体障害者連合会医療部会会議
９日 臨時理事会（士会事務所）
11日 三団体と保険医協会との懇談会（保険医協
会事務所）
同席（布川理事・中本理事）
14日 第２回地域包括ケア推進会議（がくさい病
院）
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【社会局】

平成26年度 第4回理事会議事録

・保険部：研修会を平成27年１月11日に予定
・公益事業部：10月5日に介助教室、12月14日に公

日 時：平成26年９月10日（水）19：00～

開講座を予定。医療推進協議会イベントも実施

場 所：京 都市身体障害者リハビリテーションセン

予定。

ター１階会議室

・業 務推進部：９月28日管理職セミナー、10月25

出席者：並河、市橋、依岡、布川、苅谷、麻田、石井、
池添、黒木、島、関、中本、今井、草下、吉岡
（書記）

日小児ネットワークミーティングを実施予定
【学術局】
・生 涯学習部研修会（８月17日）・技術講習会の
報告

Ⅰ．報告事項

・新 人教育部研修会（９月23日）、北部研修会

１．会長報告：各会議・委員会等の出席報告
２．近 畿ブロック会議報告：理学療法週間に対する
各士会の取り組みや次年度の近畿学術大会の概要

（９月21日）を実施予定
【その他】
・京都リハビリテーション研究会の活動に関し、

報告

会員への啓発文書を検討中

３．リハビリテーション就業フェア（８月10日）の
報告
・台 風の影響を受け、例年よりも出展法人、参加
者ともに減少した

Ⅱ．討議事項
１．豪雨災害の被災者への対応について
・福 知山豪雨災害（床上浸水被害）を受けた士会

・来 年度も本士会は実行委員として参画する方向
ですすめる

員に対して見舞金を出すことが承認された
２．平成26年度委員および京都学会学会長について

４．三役会（９月３日）報告

・京 都病院学会実行委員として島理事が承認され

・全国倫理担当者研修会には麻田理事が出席する

た。

こととなった

・第26回京都府理学療法士学会

・事務員の厚生年金・健康保険への加入について承
諾された。事業所としての登録手続きをすすめる。
・医 療安全シンポジウム・地域包括ケア府民講座

学会長として中

本理事が承認された。
３．北部研修会用備品について
・北 部研修部より北部研修会用にワイヤレス音響

についてホームページ掲載により周知協力する

システムの購入希望が出され、見積もりをとっ

こととなった。

て再検討することとなった。

・ケアマネ専門Ⅰ研修に対して講師推薦を行った
・P T協会選挙管理委員会会議（９月27日）に士会
選挙管理委員（中川委員）が出席予定

Ⅲ．今後の予定
・第5回拡大理事会：平成26年11月29日（土）13：00

５．各部報告

～ 士会事務所

【事務局】

・三役会：平成26年11月29日(土)10：00～

・総務部：公文書No.31～No.84発行
・財務部：H26年度新入会員未入金者4名、H26年
度会費未納者228名
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【財務部】

平成26年度 第５回（拡大）理事会議事録

平成26年度新入会200名、現会員数2162名、楽天ク
レジット申込み者1300名、H26年度会費未納者150名

日 時：平成26年11月29日（土）13：00～16：00

【広報部】

場 所：士会事務所

N O W7月号、10月号を予定通り発行。教員アン

出席者：並 河、依岡、市橋、布川、苅谷、池添、島、
麻田、石井、黒木、中本、草下、南角、東、
宮坂（建内代理）西村、大畑、山本、梅田、

ケート結果は10月号と来年の１月号に掲載
【保険部】
・診 療報酬・介護報酬などに関連する情報の発信、

阪東、田後、藤原

医療推進協議会イベント（11/9）への協力

欠席者：今井、関、建内、山口

・研修会（1/11）、意見交換会（1/18）を開催予定
【公益事業部】

Ⅰ．報告事項

・医 療推進協議会主催医療推進フェア（11/9）、

１．会 長報告：組織運営会議、近畿ブロック政治連

介助教室（10/5）開催、PT週間啓発活動にてう

盟会議、京都地域包括ケア推進交付金事業委員会、

ちわを配布（7/16）

京都医療推進協議会、京都私立病院協会創立50周
年記念式典、京都訪問リハビリテーション実務者
研修会打ち合わせ会議等の報告

・京都府民公開講座開催予定（12/14）
【業務推進部】
管理職セミナー（9/28：京都医健専門学校）を開

２．各部の平成26年度中間事業報告

催、管理職・小児ネットワークの運営

【総務部】
・会員名簿を12月初旬に発行予定。今年からCDで作

【生涯学習部】
第１・２回研修会（6/22）、第３回研修会（8/17）、

成する

第４回研修会（10/26）、技術講習会（9/7）の実施

・公文書No.85～115号発行
No.85後援名義使用承諾書（京都府介護老人保健施

【新人教育部】
新人研修会（5/25）
、新人技術講習会（8/2-3、12/13-

設大会）No.86後援名義使用承諾書（生活リハビリ
テーションの実施効果検証事業

№263

14）
、第１回研修会（8/27）
、第２回研修会（9/23）
、

公開シンポジウ

ム）No.87～88後援名義使用承諾書（第13回・第14
回脳外傷・高次脳機能障害リハビリテーション講

第３回研修会（10/19）
、第４回研修会（11/6）の実施
【新人発表部】
第１回研修会（9/23）、第２回研修会および新人

習会）N o.89後援名義使用承諾書（第3回リハビリ
テーション福祉用具・機器体験展）No.90職員派遣
依頼（第5回拡大理事会）N o.91京都府リハビリ
テーション就業フェア開催事業完了報告書No.92
講師依頼（新人教育部主催研修会）No.93講師派遣
依頼（新人教育部主催研修会）N o.94～102（新人
発表会座長依頼）N o.103京都府リハビリテーショ

症例発表会（11/16）の実施
【北部研修部】
第１回研修会（7/6）
、第２回研修会（9/21）の実施
【会誌編集部】
理学療法京都の編集・発行
【学会部】

ン就業フェア再開催事業に対する補助金の交付申
請N o.104～109講師派遣依頼（保険部研修会）
No.110～115講師依頼（保険部研修会）
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◀各部からのお知らせ▶

３．その他 報告事項
１）表彰委員会
会長賞表彰：平成26年4月5日（土）総会時に6名を
表彰

●財務部からのお知らせ●
★今年度会費未納の方へ

２）倫理担当者研修会報告（麻田理事）

（２６年１１月末時点で１５０名）★

平成26年9月20日（土）に「理学療法士の職能倫

今年度会費未納の方が現在１５０名おられます。

理」というテーマで日本理学療法士協会田町カン
ファレンスルームにて研修会が行われた。

会費収入減により士会活動へも多大な影響が出ま
すので、今年度会費を支払っていない会員の方は早
急に 下記口座に会費を納入して下さい。

Ⅱ．討議事項

（会費支払いの有無を確認したい方は下記の連絡

１．表彰委員会
第24回学会奨励賞について審議検討した結果、該
当者なしとなった。

先（苅谷）までご連絡下さい。）
１月末にて会費未納の方には、財務部員より各職
場に督促のお電話をさせて頂きますので、若干臨床

２．保険部
広報部から委託された平成26年度診療報酬改定ア
ンケート調査の実施については、保険医協会が実
施しているものと内容が類似しているので次年度
に持ち越されることとなった。

の妨げになりますがご容赦ください。
多数の会員の方に電話をする作業により、財務部
員の臨床時間も多く取られることとなります。
何卒、早急に納入して頂きます様、重ねてお願い
致します。

３．業務推進部
業務推進部の部員として野島正光氏（京都府立舞
鶴こども療育センター）があらたに承認された
４．その他

★継続会費

：１９，０００円

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

（免許取得年度入会）：１８，０００円

京都市介護認定審査会委員、障害程度区分認定審
査会委員の推薦について検討され、ホームページ

・銀行振込

で公募することとなった。

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店
普通預金 ００５３７３１

Ⅲ．今後の日程

一般社団法人 京都府理学療法士会

・平成26年度仮決算報告、平成27年度予算案および
事業計画案の提出締め切り：12月25日

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

・平成26年度決算締め切り：平成27年1月30日

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

・第６回理事会：平成27年１月21日（水）19時～

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

・第７回理事会：平成27年2月14日（土）15時～

＊通信欄に短文が書けます。

・監査：平成27年3月4日（水）
・総 会：平成27年4月5日（日）14時～
に拡大理事会（部長・副部長含む）

総会終了後

当士会では会費未納者は、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。
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会費についてご不明な点がございましたら、財務

Ｈ２６年１２月の時点にて、楽天クレジット未申

部 苅谷まで御連絡下さい。

込の方が約７６７名おられます。
クレジットの申し込みをされていない会員の方は、

西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

早急に協会ホームページより申し込みをお願い致し

〒602－8319 京都市上京区七本松五辻上ル

ます。

TEL：（075）461－8800（内線159）

（特に１～３年目の会員の方に未申込者の方が目

FAX：（075）461－5514

立ちます。Ｈ２６年度新入会者は申込率４０％）方
法は日本理学療法士協会ホームページの会員専用
ページから申し込みください。
楽天クレジット申し込みの方法でご不明な点があ
りましたら、下記、協会事務局までお問い合わせ下
さい。

●保険部からのお知らせ●
ホームページへの掲載
下記の内容を公開いたしました。
●『リハビリテーション帳票マニュアル（追加

（電話番号：０３－６８０４－１４２１）

復期リハ病棟・労災）』京都市立病院協会作成を

また、京都府士会にてクレジット申込方法のチラ

公開しました。日常業務にお役立て頂ければと思

シを作成しておりますので、ご希望の方がありまし
たら

士会事務所又は財務部

います。

苅谷までご連絡くだ

さい。

研修会
保険部 平成26年度 研修会

★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。
クレジットでの会費納入の申し込みをされた方に
はクレジット証明証(赤色のシール)が士会事務所より
送付されてきますので、必ずお手持ちの日本理学療
法士協会会員証に貼付して下さい。
証明証の確実性を高めるため、紛失による再送付
は原則行えなくなっております。
お手元にクレジット証明証が届きましたら、早急
に貼付頂きます様お願い致します。

テーマ：『 平成26年診療報酬改定と今後考えるべき
機能分化と医療・在宅連携』
日 時：平成27年１月11日（日）9：30～12：30
（受付 9：00～）
場 所：京 都医健専門学校

第２校舎

２階

2201

教室、2202教室
対 象：京都府理学療法士会会員
参加人数：8 0名（申し込みにつきましては、12月20
日（土）で終了致しました。）
参加費：無料
公益事業部の担当イベントに協力参加

「会費をクレジット払いにしているのにシールが
来ない」という方は士会事務所にお問い合わせくだ
さい。（０７５－７４１－６０１７）

回

11月９日（日）の医療推進協議会イベントに保険部
から２名参加してきました。
担当：相談業務
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多様な面がある事を改めて感じました。フリートー
クでは参加された方々皆さんのお話を聞くのに十分

介助教室を開催しました
介助教室を10月5日（日）京都医健専門学校にて行
いました。例年看護・介護職員を対象に実施してお
り、今年は23名の参加がありました。スタッフは部
員13名、部員以外に6名の協力がありました。本年は
介助の基礎と軽～中等度介助者を想定した練習を行
いました。参加者の方々も熱心に取り組んでくださ
り、私たちも教えることを通して介助方法を見直す
いい機会となりました。

な時間がとれたとはいい難いのですが、今後の取り
組みに向けて、参加者それぞれが繋がりを持つこと
ができ、ミーティングとしての成果が有ったと感じ
られました。
続いて、10月25日に第２回ミーティングを福知山
にて開催しました。舞鶴こども療育センターの野島
さんと、花の木医療福祉センターの青木さんに北部
地域での施設の現状と取り組みに付いてお話し頂き
ました。秋の行事等が多い為か、残念ながら６名の
みの参加となってしまいましたが、それぞれの施設
の入所の状況、地域との繋がり方や今後の方向性等、
多岐にわたるお話をすることができました。今後も
このような集まりを続けていきますので、興味をお
持ちの方ぜひご参加下さい。
次回は、京都学会のランチタイムを利用してミー
ティングを持つ予定です。日頃小児に関して『困っ
ている事』をお持ちの方、何か情報が無いかとお探
しの方、どうぞお立ち寄り下さい。
（聖ヨゼフ医療福祉センター・江平知子）
「管理職セミナー」９月２８日開催報告

●業務推進部からのお知らせ●

9/28の秋晴れの中、備酒先生による「リーダーに
必要な解決能力」をテーマにしたセミナーがありま

小児ネットワーク 報告とお知らせ
第1回のミーティングを７月２７日開催し、１９名

した。お話自体は非常に面白く、あっという間の２

の方にご参加頂きました。まず、バブテスト病院の

時間でした。参加者は24名、参加者のほとんど男性

浅野さんと、訪問看護ステーションけやきの下さん

というのにややびっくり（申し込み時点では２名ほ

にそれぞれの日頃の取り組みをお話頂きました。そ

ど女性もあり）。

の後、参加の方々に自己紹介頂き、小児リハビリ

内容は、inputとoutputというお話から。output＝

テーションにどのような関わりを持っているか、日

解決能力、まずinputが非常に大事というお話から始

頃気になっている事は何かについてお話し頂きまし

まり、やや脱線しながらのトーク！トーク！トーク！

た。今回参加の方々は、産まれてすぐの『N I C U』

ノウハウ的なお話ではなかったのですが、リーダー

への関わりを持つ方、支援学校にての関わりを持つ

としての覚悟のお話や物事を整理し法則を導くのが

方、更に年長の重症心身障害に関わる方、一般病院

役割であるなど、日々の振り返りを自覚する内容で

で関わる方、等、小児リハビリテーションというく

した。

くりでお集まり頂いた方々ではあるのですが、実に
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イワイと盛り上がり、顔の見える管理者ネットワー
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した。

クができそうで、大変有意義でした。

ランナーとして参加協力していただいたみなさん、

少しずつ顔の見えてきたネットワークですので、

バイク併走の要員協力をしてくれた山元先生、あり

いろいろなお話をもっと皆さんで行いたいと思いま

がとうございました。当日の様子はhttp://runtomo.

す。

jimdo.com/でもご覧になれますので、ぜひ見てくだ
（京都民医連第二中央病院・関恵美）

さい。

※小 児ネットワーク、管理職ネットワークでは、そ
れぞれメーリングリスト登録者を随時募集してお
ります。下記メールアドレス宛てに、所属、氏名、
件名に希望するネットワーク名をお書き頂き、ご
連絡下さい。
業務推進部メール：gyoumusuishinbu@gmail.com
“RUN伴2014”京都府理学療法士会チーム

京都

市内爆走縦断！
去る10月11日、22名の士会員と患者さん、関係者
の皆様と総勢30名で5チームを編成し、京都市内複線
ルートの各所を走り抜きました。スタートは北区鷹
ケ峯の老健「がくさい」から。入所者の皆さんの
エールを受けてスタートしました。北野白梅町
（3.4k m地点）で2チーム目にたすきを引き継ぎまし
たが、走り足りずそのまま1チーム目が合流。ここで
は梁山会診療所のパーキンソン患者さんが一緒に走
りました。初1k m走破だそうです。千本今出川交差
点（4.4k m地点）で3チーム目が合流。そのまま京都
府庁前（7.2k m地点）で、1チーム目は終了しました。
ここでオレンジカフェの当事者チームと合流！J R二
条駅（10km地点）でチームけいゆうさんにたすきが
つながりました。十条武田病院近く（16km地点）で

●学会部からのお知らせ●

再びP T士会3チーム目がたすきを受け取り、爆走。

第25回京都府理学療法士学会

南ICで4チーム目にたすきを渡し、久御山中央公園で

日 時：平成27年1月18日（日）
10：00～17：00（受付開始9：20）

５チーム目にテックランド久御山店前（30km地点）
で再び当事者の認知症友の会さんにたすきをつなぎ

テーマ：
『理学療法士の「真」の力 ～理学療法を活かす』

ました。その後J R宇治駅まで下園組さんがたすきを

※学会抄録集はWEB閲覧となっております。京都府

つなぎゴール！

しかし、北野白梅町から久御山公

園まで走り抜いた今井先生の健脚にはびっくりしま
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前回に引き続き、私たち理学療法士に課せられた役割のひとつである理学療法士育成の場で日々奮闘され
ている教育現場の教員の方々より教育に携わる理学療法士の皆様に教育方針等について、お話を伺ってお
ります。このコーナーが教育現場と臨床現場のよりよい情報共有の機会になればと願っております。
今月のNOWは、京都大学、佛教大学、京都医健専門学校を掲載いたします。

学 校 紹 介

〜京都大学編〜

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？
患者さんに信頼され、かつ臨床的な感性と科学的な思考を合わせ持つ人材、高度医療・先進医療に
対応可能な新しい時代の理学療法士、将来のリハビリテーション科学・理学療法学を牽引する研究
者などを養成したいと考えています。
・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？
最低限の基礎的な知識・技術を習得させながら、同時に臨床・研究の面白さを伝えることが、教育
の使命であると同時に難しさでもあると思います。また、一部ではありますが応答に乏しくコミュ
ニケーションの苦手な学生が存在することも事実です。
・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
小人数チューター制をとり、各学生の担当教員ができるだけ細やかに責任を持って対応するように
心がけています。
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？
実習施設ごとに連絡担当教員を配置しています。その教員が電話連絡や実習施設訪問を行っていま
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。
いつもご多忙のところ実習指導して頂き、感謝申し上げます。これからもどうぞよろしくお願い致
します。
学内だけでは伝わりにくい「臨床のやりがい」「臨床の面白さ」を感じさせてやって下さるとあり
がたく存じます。
・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
一緒に考える機会を持つことでしょう。毎年行っている実習指導者会議などは良い機会だと考えます。
また将来現場のニーズをもとにして京都府理学療法士会と大学との共同研究等ができればいいと思
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
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学 校 紹 介
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〜京都医健専門学校編〜

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？
理学療法科では「技術者としての人間力を高める」をスローガンに、保健、医療、介護、福祉、ス
ポーツなどの幅広い分野におけるリハビリテーションに対応でき、患者様や社会から必要とされ、
信頼される理学療法士の養成を目標にしています。
・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？
最近の教育現場では、学んだことを発展的に考える力が弱い傾向にあり、そのころから授業、臨床
実習において消極的な学生が増えてきているように思います。
・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
メンタル面に関しては、スクールカウンセラーに相談しながら対応しています。低学力の学生には、
補習や個別指導で対応しています。
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？
実習開始前に学生情報を電話または実習地に出向き伝えることから始めます。そして開始後1週間
くらいの時期にトラブル、問題がないか等の状況確認をします。その時に問題のある学生に関して
は早期に実習訪問を行います。また、必要に応じて訪問回数を増やします。
・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。
一人ひとりの学生を学校と一緒に育てていくというスタンスでかかわって頂ければ幸いです。
・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
学校と実習先の連絡体制の強化が必要だと思われます。
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
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教 員 紹 介

〜京都大学編〜

〜京都医健専門学校編〜

黒木 裕士 先生

東 佐登美 先生

出身校：東京都立府中リハビリテーション専門学校

出身校：京都大学医療技術短大

理学療法士免許取得：３４年目

理学療法士免許取得：２７年目

臨床経験：４年

臨床経験：２４年

臨床経験施設：2箇所

臨床経験施設：３箇所

教員経験年数：３０年

教員経験年数：３年

担当分野・科目：理学療法総論・生活動作学実習・

担当分野・科目：理学療法評価学・運動器疾患・地

理学療法評価学・循環代謝系理学

域リハビリテーション

療法学
・教員になったきっかけ：
・教員になったきっかけ：

非常勤講師を経験させて頂き、学生教育が楽しい

研究と教育に関心を持ったため。

と感じたので。

・教員として心がけていること

・教員として心がけていること

常に新しいことに関心を持ち続けること。

一人ひとりの学生の良いところを伸ばそうと思っ

・教員のやりがい

ています。また理学療法士の仕事の素敵さをしっ

学生が卒業し、臨床家や教育者として成長する姿

かり伝えようと思っています。

を見ることができる。

・教員のやりがい

・最近の学生の特徴を教えてください

学生が卒業し、理学療法士として社会に貢献して

優秀な学生が多い。

いる姿をみると本当に嬉しく思います。

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

・最近の学生の特徴を教えてください

多忙な臨床活動の中で、今まで通りできるだけ学

一人ひとりは本当にまじめで良い子だと思います。

生との対話時間を維持して頂けると有難い。

しかし、私自身も含め、親がかまいすぎる傾向に
あるので、精神年齢が幼く、心身共に自立した学
生が少ないように思います。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？
仕事への情熱にあふれている若いバイザーの先生
方は、とってももどかしいと思いますが、学生は
なかなかできないもの。気長にご指導下さると有
り難いです。しかしいつも本当にありがとうござ
います。心から感謝です。
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教 員 紹 介

〜佛教大学編〜
得丸 敬三 先生

石井 光昭 先生

出身校：高知リハビリテーション学院

出身校：国立呉病院附属リハビリテーション学院

理学療法士免許取得：３４年目

理学療法士免許取得：２８年目

臨床経験：２６年

臨床経験：１９年

臨床経験施設：２＋α箇所

臨床経験施設：１箇所

教員経験年数：７年

教員経験年数：８年

担当分野・科目：運動器系理学療法・装具・福祉用

担当分野・科目：内部障害理学療法学・神経病障害
理学療法学

具等

・教員として心がけていること

・教員になったきっかけ：

自身の臨床経験を通して実感してきた理学療法の

臨床現場でバイザーやリハ部門責任者として多く
の学生と接してきた中で、臨床家として学生に伝

醍醐味を伝えることで、臨床の感性を培うことに

えたいことが色々と出てきたからです。また自分

つながる教育をする。
・教員のやりがい

自身が学生時代にお世話になった恩師からお誘い

様々な困難を抱えながらも、ＰＴになりたいとい

頂いたことも大きなきっかけです。

う思いを貫き努力している学生が、一定の効果を

・教員として心がけていること

あげたことに喜びを感じます。

「患者さんの疾病や障害を診るのではなく、疾病

・最近の学生の特徴を教えてください

や障害で苦しんでいらっしゃる患者さんを診てほ

特別な傾向があるというよりも、様々な面で多様

しい」といったことが少しでも学生に伝わるよう

である事が特徴かもしれません。

心がけています。学生が人として成長する事を支

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

援していきたいと思います。

様々な問題に対して、大学側と協議しながら、対

・教員のやりがい

応頂いていることに感謝しています。

教員の言動に影響を受ける。また教員と正面から
向き合える学生が思っていた以上に多いことに驚
きました。責任の大きさを感じながら、暗中模策
状態で日々を過ごしています。
やりがいを感じられるように早く成長したいと切

藤川 孝満 先生

実に願っています。

出身校：

・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：３１年目

学科全体でみると「真面目、大人しい、少しだけ

臨床経験：１３年

古風」といった印象を受けます。一昔前と比較す

臨床経験施設：２箇所

ると、許される「やんちゃ」で「個性的」な学生

教員経験年数：１８年

をあまり見かけなくなった気がします。

担当分野・科目：運動療法・小児理学療法

少しだけ寂しいですね。
・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

・臨床実習施設に求めることはどんなことですか？

「実習施設と養成校は学生教育における両輪であ

後輩の育成にご協力賜りますよう宜しくお願い申

る」との思いが、教員となってさらに強くなりま

し上げます。

した。実習施設の先生方とは腹を割ったお付きあ
いができるようになりたいと思っておりますので、
なにとぞ宜しくお願い致します。

− 13 −

平成27年１月８日

京都府理学療法士会ニュース

№263

新人教育プログラム
e-ラーニングで修了しよう！
受講可能期間は平成２７年２月末までです！
• 対 象 ： 4年目以上の新人教育プログラム履修中の会員
• テーマ ： 新人教育プログラム B・D・Eのテーマ
• 申込方法： 「セミナー・講習会情報閲覧」または
「マイページ」よりお申し込みください
• 受講費 ： 8,640円（６か月間）
• 期 間 ： ～平成２７年２月２８日
• 受講期間 ： 申込月～２月末まで （下の表を参照ください）
※ 申込から受講開始まで手続きの関係上、数日かかりますことをご了承ください

申込月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

受講可
能期間

７月～
１２月末

８月～
１月末

９月～
２月末

１０月～
２月末

１１月～
２月末

１２月～
２月末

１月～
２月末

２月～
２月末

☆新人教育プログラム修了申請、専門分野登録後、
認定・専門理学療法士としてのStep up を目指そう！
☆修了申請・専門分野登録の手続き後の研修会・講習
会受講から履修ポイントを積み重ねていけます。
例：２０１５年２月２８日修了＋登録手続き
⇒ ２０１５年３月１日以降の履修ポイントOK!
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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
終了
10月26日
終了
11月6日
終了
11月16日
終了
12月13日
14日
終了
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）

№263

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

C-3

京都市呉竹文化
センター

学会部
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平成26年度総会のお知らせ
下記の通り、平成26年度京都府理学療法士会総会を開催いたします。
欠席される場合は、後日、総会資料と同時に送付いたします委任状を必ずご返送いただきますようお願いい
たします。
日時 平成27年4月5日（日）14：00～
場所 京都大学医学部人間健康科学科内
杉浦地域医療研究センター 2階 杉浦ホール
（
 京阪電車 神宮丸太町駅（５号出入り口）から東へ徒歩５分）

編 集 後 記
新年あけましておめでとうございます。
「いかにいい仕事をしたかよりもどれだけ心を込めたかです。」（マザーテレサ）
私の大好きな言葉です。私たちはいつもいい仕事をしたい。よりスキルアップした高度なテクニック
で患者さんの治療をしたいと思っています。それも本当に大切です。でもその時に少し温かい心も込
めてみてはいかがでしょうか。
今年一年、また京都府士会にご理解、ご協力を頂きたくお願い致します。
と同時に、会員の皆様のご健康とご活躍を心よりお祈りし、ご挨拶させて頂きます。（東佐登美）
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