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地域包括ケアシステム推進のための推進リーダー研修開催される
厚生労働省は、今後、地域包括ケアシステムの実現
に向け、充実・強化する施策を「医療・介護連携」、
「認知症対策」、「地域ケア会議」、「生活支援」、
そして「介護予防」の５つとしました。いずれの施策
も理学療法士が関わる分野です。
そこで日本理学療法士協会では、地域包括ケアシス
テムを推進するにあたって、「地域ケア会議」、「介
護予防」の２つの施策に重点を置き、地域ケア会議が
法定化される平成２７年度を目安とし、地域包括ケア
システムに関わることのできる人材の育成を始めてい
ます。そのための育成制度として、「地域包括ケア推
進リーダー」、「介護予防推進リーダー」の２つの認
証コースを設定しました。

「地域包括ケア推進リーダー」、「介護予防推進
リーダー」の研修は日本理学療法士協会が地域包括ケ
ア推進のために、各都道府県士会が主体となって推進
していくこととしています。京都府士会においてもこ
の二つの推進リーダー研修を開催しました。
開催日時は「地域包括ケア推進リーダー導入研修」
は、2月15日（日）に京都テルサにて、「介護予防推
進リーダー導入研修」は、2月21日（土）に京都労働
者総合会館にて開催しました。
参加人数は、地域包括ケア推進リーダー導入研修35
人、介護予防推進リーダー導入研修32人で研修は終了
することが出来ました。

会 長 行 動 記
12月４日	第３回地域包括ケア推進会議（がくさい病院）
７日	日本理学療法士協会理事懇談会（田町カン
ファレンスルーム）
８日	第１回新基金活用プロジェクト 他職種によ
る研修推進チームワーキング
９日	就業フェア会議（リハセンター）
14日	組織財政検討委員会（田町カンファレンスルーム）
15日	平成26年度第２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（京都平安ホテル）
	平成26年度第６回 京都地域包括ケア推進交
付金事業委員会（カフェ鴨川）
19日	京都市身体障害者連合会住居改善運営委員会
（市身連事務所）
24日	医療推進協議会第29回代表者会議（医師会館）
27日	第３回京都式認知症ケアを考えるつどい 第
２回実行委員会（人まち交流館）
１月８日	三役会（士会事務所）
１月12日	京都府立医科大学リハビリテーション医学教
室開講記念式典及び祝賀会
	（ウェスティン都ホテル京都）
１月15日	第５回在宅医療小委員会（医師会館）
17日	新春会員懇親会（私病協）
（京都ブライトンホテル）
18日	第25回京都府理学療法士学会（京都市呉竹文
化センター）
	新年祝賀会（京都府鍼灸マッサージ師会）
（京都ロイヤルホテル＆スパ）
19日	平成26年度第７回（京都地域包括ケア推進交
付金事業委員会（カフェ鴨川）
21日	理事会（士会事務所）
24日	在宅医療研修会（医師会館）

25日	新年のつどい（京都府薬剤師会）（京都ホテ
ルオークラ）
２月１日	第３回京都式認知症ケアを考えるつどい（同志社）
４日	平成26年度第８回（京都地域包括ケア推進団
体等交付金事業委員会（カフェ鴨川）
５日	介護予防推進リーダー導入研修会会議（がく
さい病院）
７日	新年会（医師会）（布川理事出席）
	第１回京都リハビリテーション医学研究会学
術集会（ウェスティン都ホテル）
	第１回京都リハビリテーション医学研究会学
術集会 祝賀会
８日	第１回京都リハビリテーション医学研究会学
術集会（ウェスティン都ホテル）
	井上慶山叙勲を祝う会（ホテルグランビィア京都）
９日	就業フェア会議（京都市リハセンター）
12日	第６回在宅医療小委員会（医師会館）
	三役会（士会事務所）
14日	理事会（士会事務所）
15日	地域包括推進リーダー導入研修会（京都テルサ）
16日	地域包括ケア推進団体等交付金交付金事業研修会
	京都府認知症対策委員会（布川理事出席）
（医師会館）
21日	介護予防推進リーダー導入研修会（労働者総
合会館）
22日	ＦＩＭ講習会（池坊短大）
25日	士会員と懇談
28日	近畿ブロック会議（士会長・依岡事務局長）
（新大丸ビル）
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クレジット申込会員1309名、ニコス自動振替引落

平成26年度 第6回理事会議事録

会員67名、施設払い会員41名、未申込会員753名

日 時：2015年1月21日（水）19：00～22：30

・広報部

場 所：士会事務所

士会ホームページのリニューアルおよび管理に

出席者：並 河、依岡、市橋、布川、苅谷、黒木、島、

ついて外部委託を検討している。

関、麻田、石井、池添、中本、今井、大島

３．学術局

（書記）

・学会部

欠席者：草下

第25回京都府理学療法士学会の報告：参加者 会
員152名、スタッフ33名、学生０名、会員外２名

Ⅰ．報告事項

・会誌編集部

１．会長報告：

原稿料の支払いについて：今後、原稿料は研修

12月8日

会当日に原稿を持参してもらわなければ、原稿

第一回新基金活用プロジェクト：他職種に

よる研修推進チームワーキング、12月15日

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、
12月19日

４．社会局

京都市身体障碍者連合会住居改善運営委

員会、12月24日
日

が届いてからの振込とする。
・保険部

医療推進協議会代表者会議、1月8

三役会、1月12日

保険部研修会（1月11日開催）についての報告

京都府立医科大学リハビリ

テーマ：平成２６年診療報酬改定と今後考える

テーション医学教室開講記念式典および祝賀会およ

べき機能分化と医療・在宅連携

び就業フェア、1月17日

参加者：会員50名、部員13名、外部講師2名

1月18日

新春会員懇親会（私病協）、

第25回京都府理学療法士学会および京都府

鍼灸マッサージ師会新年会、1月25日
会新年会、2月7日

・公益事業部

京都府薬剤師

公開講座（12月14日）の報告：参加者は約２０

医師会新年会および第1回京都リ

名。京都新聞を見て本講座を知ったという人が

ハビリテーション医学研究会学術集会などの報告

比較的多かった
・業務推進部

２．事務局

在宅ケアネットワークを立ち上げる予定。

・総務部
公文書発行No.116～148
N o.116～123

京都学会講師依頼

京都学会講師派遣依頼
会講師依頼
頼

Ⅱ．討議事項

No.134～135

No.136～137

N o.124～131

No.132～133

１．財務部

京都学

・各部の平成26年度仮決算報告と来年度予算案の

京都学会講師派遣依
No.138～

さらに具体的な平成27年度計画案をもとに、各

N o.142～145

京都学

部で修正予算案を1月30日までに提出することと

部員委嘱状

N o.147

なった

京都学会後援依頼（京都市）N o.148

京都学

141

京都学会執筆依頼

検討

京都学会座長依頼

会座長派遣依頼

N o.146

・協 会会費割引制度導入について：「育児休業割

会後援依頼（京都府）

引」「シニア割引」が2015年度に導入されるに

・財務部

あたり、協会年会費は割引されるが、士会年会

会員の入会及び会費支払い状況等：H26年度新
入会会員２０２名、入金１９６名

費は現行通りとする。
２．理学療法士講習会について

会費クレジット移行状況（H27.1.15現在）：楽天
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３．京 都府地域リハビリテーション連携推進会議委
員の推薦について

式でもしてくれるということを協会に確認した。

並河会長を継続で推薦。

３．第26回京都府理学療法士学会について

４．近畿ブロック会議について

開催日：平成28年1月17日（日）10：00～17：00
場所：京都市呉竹文化センター

２月28日に臨時のブロック会議が開催され、士会

テーマ：現 在の理学療法士が求められるもの～方

分担金等について審議される予定。

向性と専門性～（案）
４．厚 生労働大臣賞の候補者推薦について：士会役

【事務局】
１．総務部

員歴20年以上の会員の中から推薦する

・公文書発行No.149（H26年度士会指定事業講師派
遣依頼）

Ⅲ．今後の予定

・４月より１名、士会事務職員が増員される。

1月30日（金）平成26年度事業報告・決算報告およ

２．財務部

び平成27年度予算案・計画案の提出〆切

・H 27年2月5日現在の会員数2156名、平成26年度

2月12日（木）三役会

会費未納者85名。

2月14日（土）15：00～士会事務所にて第７回理事会
3月 4日（水）19：00～士会事務所にて監査
4月 5日（日）14：00～杉浦地域医療研究センター2

【学術局】

階（杉浦ホール）にて総会

１．学術局平成27年度年間予定
・生 涯学習部の技術講習会のみ日程調整中で、そ

総会終了後に拡大理事会（部長・副部長含む）

れ以外の研修会日程は決定した。
２．会誌編集部

平成26年度 第7回理事会議事録

・理 学療法京都に掲載されている学会抄録が医中
誌において原著論文扱いになっていたため、会

日 時：2015年2月14日（土）15:00～18:00

議録扱いに変更手続きを行った。

場 所：士会事務所
出席者：並 河 、依 岡 、市 橋 、布 川、苅 谷 、黒 木 、

３．第26回京都府理学療法士学会
・テーマは「みちしるべ～それぞれの理学療法士

麻田、石井、池添、中本、今井、草下、今井

が目指していくもの～」に決定

（書記）

・特別講演講師として道免先生に承諾いただけた。

欠席者：島、関

Ⅱ．討議事項

Ⅰ．報告事項

１．平成27年度重点項目について

１．会長報告
1月25日 京都府薬剤師会新年会、1月29日 近畿ブ
ロック会議、2月1日 第3回認知症のつどい、2月7

・①地域包括ケアの推進、②認知症対策に決定。
２．平成27年度事業計画および予算案について

～8日 京都府リハビリテーション医学研究会学術
集会、2月8日 就業フェア、2月9日 フェア会議、2
月12日 三役会などの報告。
２．平 成27年度地域医療介護総合確保基金（医療
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には適時、発送予定日を各部にアナウンスする。

「自己満足」や「独りよがり」に帰結しないため

・平 成27年度重点項目の認知症対策のため、委員

には、世の中の流れや国策を知り、行動することが

会をあらたにつくる。

重要です。今学会では『全体を把握したうえで、そ

３．宮崎県士会からの大規模災害時活動及び対策組

れぞれの役割を真摯に遂行する』ことで、理学療法

織におけるアンケート調査依頼

の「真」の力を世の中に「活かす」ことができれば

会長が対応することとなった。

という思いを『理学療法士の「真」の力』～理学療

４．第63回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国

法を活かす～ というテーマや『治療者、科学者を基

大会・第35回日本医療社会事業学会の後援

盤としたトータルコーディネーターとしての役割の

後援名義使用許可について承認された

認識』というコンセプトに込めました。
筑波記念病院

５．地域包括ケア推進リーダーおよび介護予防推進

理学療法士

斉藤

秀之 先生の教

リーダー制度について

育講演（「2050年に向けた国のあり方と理学療法士

e-ラーニング免除規定を今後検討していく。

の役割」－今後の医療・介護領域を見据えて－）で
は、地域ケア体制構築において『どのような人も切
り捨てない』『専門職としての技術、知識を活かし

Ⅲ．今後の予定
3月4日（土）19：00～士会事務所にて監査

て基盤をつくり繋げていく』『理学療法士の絶対的

4月5日（日）14：00～杉浦地域医療研究センター2

責任の遂行』等を、京都医療センター

階（杉浦ホール）にて総会

師

総会終了後に拡大理事会（部長・副部長含む）

ビリテーション～緩和、看取りまで～）では、緩和

久保

緩和専従医

速三 先生の特別講演（がんに対するリハ

ケアを通じ『死んでゆく存在としてしかみていな

2014年度
第25回京都府理学療法士学会を終えて

い』という患者さんの言葉や『希望を支えるための
理学療法』『目標指向型アプローチ』等をメッセー
ジとしていただきました。また、リレー講演では、
京都府下における色々な分野の理学療法士の取り組

学会準備委員長
第二岡本総合病院 田後 裕之

みを紹介いただきました。また口述発表の20演題も、
内容もさることながら、進行・運用という点でも過
不足のないバランスのとれたジャンルと数であった

平成27年1月18日 関恵美学会長のもと、京都市呉

と思います。
教育講演・特別講演・リレー講演とも、テーマ・

竹文化センターにおいて、第25回京都理学療法士会
を開催いたしました。（京都府・京都市 後援）

コンセプトに添った内容であり、かつ、全体像・総

参加者は187名(府内185名･府外0名･学生0名･会員外

論→緩和ケアを通じての各論→具体的実践という流

2名)と目標人数（200名）には届きませんでしたが、

れもあり、今後の臨床に活かせるものでした。と同

プログラムの工夫（セッションの時間帯、講演との区

時に理学療法士の真力の深さを感じさせてくれる、

別、リレー講演）の甲斐あってか、一日を通した参加

心に響く刺激ある講演でした。
最後になりますが、講演を快諾頂いた皆さま、座

をいただくことができ閑散感はありませんでした。
「予防・医療・介護・福祉・教育」「施設・在

長をお引き受け頂いた皆さま、無理難題に対応頂い

宅」連携において、『理学療法士が全体を見据えて

た準備委員や事務局の皆さま、朝から臨機応変に対

トータルにすべきことは何なのか？』『それぞれの

応頂いた運営委員の皆さま、ぎりぎりまで演題をつ

領域において理学療法士が担い繋げていく役割は何

くりこんで頂いた皆さま、懐深く見守り支えていた

なのか？』

だいた学会長に感謝します。
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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

中本 隆幸

準備委員長

兒玉 隆之

第２６回京都府理学療法士学会のご案内（第１報）

テーマ：みちしるべ

～それぞれの理学療法士が目指していくもの～

このたび、第26回京都府理学療法士学会を下記の通り開催いたします。
学会のテーマは『みちしるべ ～それぞれの理学療法士が目指していくもの～』です。
私たち理学療法士が担うべき業務を振り返ってみますと、一昔前は医療、特に病院における業務が中心であ
りました。その後、2000年を境に、回復期リハビリテーション病棟制度が誕生し、対象となる方々のそれぞれ
の病期での状態や目標に応じるべく「急性期リハ」、「回復期リハ」、「生活期リハ」が明確に分けられまし
た。さらに、介護保険領域における理学療法、訪問リハ、通所リハへと拡大し、介護予防事業にも理学療法士
が関わる機会が多くなっています。
このように多岐にわたる領域において理学療法を必要とされている昨今ではありますが、京都府理学療法士
の現状を顧みますと５年未満の若い会員が約半数を占めております。これらのニーズに応えるためにも、我々
はそれぞれの立場で知識や経験を編み直し、目標を再考し、何を目指していくのかを自覚していく必要がある
と考えます。
そこで、今こそ原点に立ち返り、本学会が、領域や立場を越えて積極的に集い語らうことを通じて、将来の
『みちしるべ』を模索できる場としたいと考えております。
運営委員一同、学会への多数のご参加を心よりお待ちしております。
●日 時：平成28年1月17日（日）10：00～17：00（受付開始 9：20～）
●会 場：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）
〒612-8085 京都市伏見区京町南七丁目35-1
【講演企画】
●特 別 講 演「脳血管疾患リハビリテーション（仮）」
兵庫医科大学リハビリテーション医学 主任教授

道免 和久 先生

●教育講演１「呼吸器疾患リハビリテーション（予定）」
●教育講演２「運動器疾患リハビリテーション（予定）」
演題募集、その他詳細に関しましては、ＮＯＷ７月号に掲載をさせて頂きます。
【お問い合わせ先】
学会準備委員長 兒玉 隆之（京都橘大学 健康科学部 理学療法学科）
E-mail： kodama-t@tachibana-u.ac.jp
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この現状では巨額の未納金が危惧され、会費未納
による士会事業の停止や中止が起こる可能性もあり

●財務部からのお知らせ●

ます。

★Ｈ２７年度会費納入について★

し込みをされていない会員の方は、早急に協会ホー

●楽天クレジット・ニコス自動振替に申し込みの方へ

ムページのマイページより申し込みをお願いします。

Ｈ２７年度会費の引落は５月２７日に引き落とし

楽天クレジット申し込みの方法は、士会研修会に

そのような事態を避ける為、まだクレジットの申

されます。

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・ニコス自動振替未申し込みの方へ

い。（TEL：03－6804－1421）

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。

★会費納入証明証・クレジット会員証・自動振替会

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。

員証について★
京都府理学療法士会では研修会受講時に会費納入の

Ｈ２６年度分未納の方は２年分の納入が必要とな

確認として各証明証のご提示をして頂いております。

りますのでご注意下さい。

各証明証をお持ちの方は今年度以降も同様に研修

会費未納の会員の方が研修会に参加された場合、

会受付にてご提示ください。

会員外（５，０００円）の会場整理費が必要となり
ます。

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

納入後に事務所より２７年度の会費納入証明書が送

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

付されますので会員証に貼付されているシールを貼

（免許取得年度入会）：１８，０００円

り替えて頂きますようお願い致します。（Ｈ２６年

・銀行振込

会費納入証明証は無効となっております。）

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

Ｈ２７年度より自動振替申込者の方にも自動振替

普通預金 ００５３７３１

会員証（黄色のステッカー）を送付させて頂くこと

一般社団法人 京都府理学療法士会

になりました。

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

会費納入の確認が出来た後に自動振替会員証と27

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

年度の会費納入証明書の２枚が送付されますので、

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

会員証に必ず２枚の証明証を貼付して下さい。

＊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
★楽天クレジット加入のお願い★

部 苅谷まで御連絡下さい。

Ｈ２７年３月２日の時点にて、楽天クレジット未
申込の方が７４３名おられます。

西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

総会員数の約３７％の方が申し込みをされておら
れない状態です。

〒602－8319 京都市上京区七本松五辻上ル
TEL：075－461－8800（内線159）

例年クレジット未申込者の９０％近くが会費納入
期限時に未納者となっています。
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【A-3、A-4単位未履修者の会員へのご連絡】
平成24年4月より新人教育プログラムが一新され、

平成27年度新人必須初期研修
下記日程で平成27年度京都府理学療法士会新人研
修会（必須初期研修）を開催します。各職場で新卒
入職者、または新人教育プログラムの必須初期研修
A単位（A1～5）未受講者がおられる場合は、業務調
整のほど宜しくお願い申し上げます。新プロ履修履
歴は、日本理学療法士協会会員マイページより確認
ができます（閲覧には協会から配布されたI Dとパス
ワードが必要です）。
本研修会は、終日参加により新人教育プログラム
Aの5単位が認定されます。当日の朝は受付での混雑

日本理学療法士協会が会員包括システムにて単位管
理を行っております。平成23年度より協会ニュース
やホームページ（協会・京都府士会）などでお知ら
せしておりました通り、新たな新人教育プログラム
以降に際し、旧新人教育プログラムからの単位の読
替えが行われました。A-3 、A-4単位未履修の会員に
おかれましては、上記研修会のA-3 、A-4にご参加い
ただき、単位履修を終えられることをお勧めします。
問い合わせ先：
学術局 理事 蘇生会総合病院

が予想されます。受付時間は1時間設けていますので、

麻田 博之 soseikaihp.riha@gmail.com

余裕をもってお越しください。

新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科

京都府士会で開催する必須初期研修会は、研修会

建内 宏重 tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp

会場の都合上、京都府士会員限定となっております。
他府県士会会員の方はご参加できませんのでご注意
ください。

第1回新人教育部研修会
日 時：平成27年7月23日（木）
19：00～20：30（受付開始：18：30）

日 時：平成27年5月31日（日）･

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

10：00～15：50（受付開始：9：00）

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 C-1

参加費：1,000円

テーマ：（仮）脳画像の見方について

申込み：不要

講 師：吉田 和道 先生（京都大学医学部附属病院）

内 容：

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

10：00～11：00 「
 協会と生涯学習システム」A-2

み方法は、後日、京都府理学療法士会

講師：市橋 則明 先生･

ホームページ等でお知らせいたします。

（京都大学大学院医学研究科）
11：00～11：40 「理学療法と倫理」A-1

第2回新人教育部研修会

講師：並河 茂 先生･

日 時：平成27年9月27日（日）

（京都地域医療学際研究所がくさい病院）

13：00～14：30（受付開始：12：30）

11：50～12：30 「理学療法における関連法」A-5

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

講師：布川 雄二郎 先生（済生会京都府病院）

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

13：30～14：10 「
 人間関係及び接遇」A-4

単 位：新人教育プログラム E-1

講師：麻田 博之 先生（蘇生会総合病院）

テーマ：臨 床実習指導において、気をつけたいポイ

14：20～15：50 「理学療法と患者安全」A-3
講師：山中 寛恵 先生（京都大学医学部附属病院）

ント
講 師：柴田 拓哉 先生（久野病院）
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申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

講 師：西山
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知佳 先生（京都大学大学院医学研究

み方法は、後日、京都府理学療法士会

科 人間健康科学系専攻）

ホームページ等でお知らせいたします。

内
 藤

知佐子 先生（京都大学医学部附属病

院総合臨床教育・実習センター）
第3回新人教育部研修会

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

日 時：平成27年9月27日（日）

み方法は、後日、京都府理学療法士会

15：15～16：45（受付開始：14：45）

ホームページ等でお知らせいたします。

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

第6回新人教育部研修会

単 位：新人教育プログラム C-4

日 時：平成27年12月20日（日）

テーマ：変形性膝関節症のバイオメカニクス

15：15～16：45（受付開始：14：45）

講 師：阿南 雅也 先生（広島大学）

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

参加費：会員1,000円 会員外5,000円 学生1,000円

み方法は、後日、京都府理学療法士会

単 位：新人教育プログラム E-2

ホームページ等でお知らせいたします。

テーマ：（仮）呼吸リハビリテーションについて
講 師：田平 一行 先生（畿央大学）

第4回新人教育部研修会

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

日 時：平成27年10月22日（木）

み方法は、後日、京都府理学療法士会

19：00～20：30（受付開始：18：30）

ホームページ等でお知らせいたします。

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

＊新 人教育部研修会は全て（必須初期研修は除く）

単 位：新人教育プログラム B-2

事前申込制となります。事前の申し込みをされず

テーマ：（仮）肩関節障害の理学療法について

に当日来場されても研修会に参加していただけま

講 師：宮坂 淳介 先生（京都大学医学部附属病院）

せんので、ご注意ください。なお、申し込み方法

申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込

は、後日、京都府理学療法士会ホームページや

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。
第5回新人教育部研修会
日 時：平成27年12月20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
単 位：新人教育プログラム B-1
テーマ：（ 仮）「あっ、大変！人が倒れた！」
あなたなら、どうする？
－蘇生に関する基礎知識と心肺蘇生法の練習－
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＊メ ールの件名は、「第1回新人技術講習会

平成27年度 第1回新人技術講習会

申込

み」としてください。

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27年7月25日（土）～7月26日（日）

応募締め切り：平成27年6月28日（日）必着

7月25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）

ご了承ください。

7月26日 9：00～17：10（2日間合計12.5時間）

＊7 月7日を過ぎても受講可否の連絡がメールで届

内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象

かない場合は、下記にお問い合わせください。

に、運動学に基づいた関節運動の評価・治
療方法（ストレッチング）および姿勢や動

注意事項：

作の評価・治療方法について、講義と実技

＊同 一施設から複数人申し込みをされる場合は、

を行います。具体的には、以下の項目が含

病院のアドレスなど共通のアドレスではなく個

まれます。

人のアドレスにてお申し込みください。

・触診（肩・股・膝・足関節）

＊京 都府士会に入会されていないと講習会に参加

・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際

していただくことができません。入金をされて

・関 節可動域制限の評価とストレッチング

いない場合、入会とは認められませんので、ご

の実際
＊受 講により、新人教育プログラムB-2

注意ください。
1単位が認

＊ご 使用の端末の迷惑メール対策により、双方の

定されます。

連絡が行き届かない例が頻発しております。設

＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

定を解除して頂くか、上記メールアドレスの指
定受信を行ってください。

講 師：市橋 則明 先生、建内 宏重 先生（京都大

＊申し込み後、受付完了のメールを以って申込み

学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）、

手続きが終了となります。申込み後1週間を過ぎ

京都大学大学院生

ても返信がない場合は、大変お手数ですが下記

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

に電話にてお問い合わせください。

受講費：5,000円
定 員：40名

問い合わせ先：
〒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
ルにてお申し込みください。

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

１．氏名（フリガナ）

TEL：075－751－3935

２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話番号）

E-mail: kyoto.shinjin＠gmail.com

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。）
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）
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●生涯学習部からのお知らせ●

講 師：森谷

単 位：新人教育プログラムC-3

日 時：平成27年8月9日（日）

専
 門・認定理学療法士履修ポイント（内部

10：00～13：00（受付開始9：30）

障害）10ポイント

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

参加費：会員 1,000円 会員外 5,000円 学生 1,000円

テーマ：『股関節の運動学およびFAI』
英嗣 先生（大阪医科大学附属病院整

形外科）
佐
 藤

※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。

久友 先生（大阪医科大学附属病院リ

ハビリテーション科）

第4回生涯学習部研修会

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。

日 時：平成27年10月4日（日）
13：30～16：30（受付開始13：00）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室
テーマ：『 エビデンスに基づいた脳卒中後片麻痺の
評価と治療』
講 師：保苅 吉秀 先生（順天堂大学）
単 位：新人教育プログラムC-1
専
 門・認定理学療法士履修ポイント･

第2回生涯学習部研修会

（神経）10ポイント

日 時：平成27年8月9日（日）

参加費：会員 1,000円 会員外 5,000円 学生 1,000円

14：00～17：00（受付開始13：30）

※会員とは日本理学療法士協会会員のことを指します。

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

テーマ：『（仮）物理療法の新たな展開』

ください。

講 師：庄本 康治 先生（畿央大学）
単 位：新人教育プログラムD-2
専
 門・認定理学療法士履修ポイント（物理
療法）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。

生涯学習部技術講習会
日 時：平成27年2月7日（日）
時間未定
場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室
テーマ：『動作支援に役立つバイオメカニクス』
講 師：櫻井 愛子 先生（国際医療福祉大学三田病院）
単 位：新人教育プログラムD-1
専
 門・認定理学療法士履修ポイント（生活

第3回生涯学習部研修会

支援 神経 運動器）10ポイント

日 時：平成27年10月4日（日）
9：00～12：00（受付開始8：30）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

敏夫 先生（京都大学大学院人間・環

境学研究科）

第1回生涯学習部研修会

講 師：大原

№264

申
 込制
※開催時間、参加費、申し込み方法については後日、
お知らせいたします。

テーマ：『（仮）減量を目的とした運動生理学』
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№264

平成27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27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、木村先生、手良向先
生をお迎えします。木村先生には理学療法における研究方法論や効果検証について、手良向先生には医療統計
の基礎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。演題申し込み方法については、次回NOW（7月号）およ
びホームページでお知らせいたします。
記
第一回研修会
日 時

平成27年9月27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

｢（仮）理学療法における研究方法論、効果検証｣

講 師

木村 貞治 先生（信州大学医学部保健学科）

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

第二回研修会
日 時

平成27年11月1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

「（仮）医療統計の基礎」

講 師

手良向 聡 先生（京都府立医科大学）

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

新人症例発表会
日 時

平成27年11月1日（日） PM予定

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

対 象

C-6単位未取得者

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

新人症例発表に関する問い合わせ E-mail：kpta.sinjin.h@gmail.com
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●北部研修部からのお知らせ●

№264

※6月15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。

第1回北部研修部主催技術講習会

注意事項：

テーマ：関節可動域制限に対する運動療法
～
 ストレッチングのエビデンスと実際を中

※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

心に～

ドレスにてお申し込みください。

日 時：平成27年7月5日（日）9：00～15：00
内 容：理 学療法士になり最初に関わる手技であり、

※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

また生涯にわたり関わっていく手技でもあ

い場合、入会とは認められませんので、ご注意く

ります。毎日、当たり前のように行ってい
ることを、数々の著書を出しておられる市
橋先生から、科学的な裏付けとそれに伴う

ださい。
問い合わせ先：
〒627-0002 京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1

手技を最近の知見を交え紹介していただき

京丹後市立弥栄病院リハビリテーション科

ます。経験の浅い先生はもちろん、経験豊

安部 遥（E-mail:yasakapos@gmail.com）

かな先生も、疑問や知識の整理をする機会
にしていただければと考えています。
講 師：市橋 則明 先生（京都大学大学院医学研究科）
会 場：京丹後市立弥栄病院

●会誌編集部からのお知らせ●
１．部 長・副部長が職場の異動に伴い交代する事が

参加費：3,000円
定 員：20名

平成27年3月25日に開かれた臨時拡大理事会にて承

単 位：新人教育プログラムC-2

認されたことをご報告いたします。後任者は以下

専門・認定理学療法士履修ポイント･

の通りです。

（運動器、基礎）10ポイント

部 長 久
 保

秀一（京都府立医科大学附属病院

リハビリテーション部）

※本講習会は京都府士会員のみが対象となります。

副部長 奥田 求己・山端 志保（同上）

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。

２．今 後の会誌編集部の連絡先、原稿送付先も変更

１．氏名（フリガナ）

になります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い）

会誌編集部 連絡先：

４．日本理学療法士協会 入会年度

京都府立医科大学附属病院

申込先：y asakapos@gmail.com（京丹後市立弥栄病

リハビリテーション部
久保 秀一

院リハビリテーション科 安部 遥）

〒602－8566

※メールの件名は、「第1回北部研修部技術講習会

京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

申込み」としてください。

E-mail：shukubo@koto.kpu-m.ac.jp

応募締め切り：平成27年6月5日（金）必着
※応 募多数の場合、抽選になる場合があります。ご
了承ください。
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●保険部からのお知らせ●

員の皆様方と意見交換を実施する目的で企画した内
容でありました。まず、中本より今回の改正の中で

平成26年度 社会局 保険部 研修会 開催報告
平成27年１月11日（日）に会場と致しまして、京
都医健専門学校様をお借りし、『平成26年度社会局
保険部研修会』を開催致しました。参加者数は、施
設より50名、保険部スタッフ13名、外部講師２名の
合計65名となり、多くの方にご参加頂く事が出来ま
した。

リハビリテーション医療に係る７項目をあげさせて
頂き（京都府理学療法士会ホームページ保険部内に
「2014年リハビリ新点数検討会の報告H26.4.26」とし
て掲載）、急性期病院の立場から久保氏に、一般病
院の立場から鈴木氏にご講演を頂きました。
質疑応答では、急性期医療の立場より７：１看護
の問題、一般病院では、A D L維持向上等体制加算

プログラムは下記の通りで実施致しました。

（平成27年２月に日本理学療法士協会よりアンケー

【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

トがありました）や地域包括ケア病棟・病室に関す
る内容、さらには、維持期リハ（日数制限）に関す
る内容での意見交換がなされ、大変興味深い話し合

【内 容】
『平成26年度診療報酬における具体的対応につい
て』座長：中本隆幸

いとなりました。これらに関しましては、私たち理
学療法士は継続して対応をしていくべき問題であり
ます。今後も保険部と致しましてしっかりと会員の

講演１：平成26年度診療報酬改定について･

皆様に情報発信をしてまいります。

（保険部 理事）中本 隆幸

後半の『機能分化と医療・在宅連携』は、医療保

講演２：施設における対応１･
（京都府立医科大学附属病院）久保 秀一 氏
講演３：施設における対応２･
（京都南病院：保険部 部員）鈴木 英嗣 氏
『機能分化と医療・在宅連携』座長：田後 裕之 氏
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～

険・介護保険に係る内容であるとともに、「地域包
括ケアシステム」も含め、タイトル通りの内容を会
員の皆様方と意見交換をしたいと考え企画致しまし
た。まず保険部部長である、田後氏より総論のご講
演をして頂き、急性期の立場から久保氏、回復期の
立場より増田氏、生活期の立場より勝田氏にご講演
頂きました。

（保険部 部長）田後 裕之 氏

質疑応答では、リハビリテーションの実施内容を

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 氏
講演６：回復期リハの連携･
大原記念病院

№264

如何にして次の施設に伝えていくのか、情報提供書
の問題が討論されました。この内容は正しく現在の
連携の中で顔の見える関係作りとともに重要な問題

増田 剛 氏

であります。今後も京都府理学療法士会と致しまし

講演７：生活期リハ 訪問看護ステーション「きづ

て、継続して検討していく内容であると考えており

川はろー」（保険部 副部長）･

ます。また、京都府リハビリテーション支援セン

勝田 光一 氏

ターの山元先生より大腿骨近位部骨折および脳卒中

前半の『平成26年度診療報酬における具体的対応
について』に関しましては、平成26年度改定が平成
30年（2018年）の医療・介護保険の同時改定につな
がっていることを踏まえた上で、保険部としても会

地域連携パスのご意見を頂きました。京都府理学療
法士会会長の並河先生からは、理学療法士の質の低
下の問題を提起して頂き、医療・在宅連携を考える
と同時に、個々の理学療法士の能力向上を考えてい
かなくてはならないという、現在直面している問題
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につきましても討論することが出来ました。

№264

※業 務推進部では「小児ネットワーク」「管理職

平成27年２月６日（金）に厚生労働省から平成27

ネットワーク」「在宅ケアネットワーク」でそれ

年介護保険改正の詳細が発表されました。平成27年

ぞれ登録者を募集しております。同職種同志のつ

度は、保険部と致しまして、介護報酬改定の意見交

ながりを強化し、情報交換を行えたらと思ってお

換を会員の皆様とともに考えてまいりたいと考えて

りますので、ぜひご登録下さい。いずれも上記の

おります。平成27年度も研修会の実施を予定してお

業務推進部メールまで、件名にネットワーク名を

り、多くの会員の皆様に参加、またお力添えを頂き、

記入して頂き、氏名、所属を明記の上、お申込み

理学療法・理学療法士をより良いものにしていきた

下さいますよう、よろしくお願い致します。

いと考えています。今後ともどうぞ宜しくお願い致
します。
最後になりますが、平成27年のお正月が明けて間
もなく、ご多忙な中講師お引き受け頂きました、久
保秀一氏、増田剛氏に感謝申し上げますとともに、
素晴らしい会場を快くお貸し頂きました、京都医健
専門学校様にお礼を申し上げます。
社会局保険部理事 中本 隆幸

●業務推進部からのお知らせ●
「小児ネットワークミーティング研修会」
日 時：2015年６月21日（日）10：00～12：00
場 所：京都大学 杉浦記念ホール
内 容：10：00〜『ボ ツリヌス治療の基礎と小児に
対する適応』
大阪保健医療大学 藪中良彦先生
11：30〜 質問・意見交換
今回は、ボトックスをトピックスに取り上げ９０
分ご講演を頂きます。実際にまだ治療に関わってい
ない方でも基本的な事が解るように、作用機序から、
小児に対する応用迄をお話し頂く予定です。その後、
講師の方への質問や、各施設の情報交換を行ないま
す。参加ご希望の方は、件名に「小児ネットワーク
ミーティング研修」希望とお書き頂き、下記のメー
ルアドレスに氏名、所属を明記の上、送信して頂き
ますよう、よろしくお願いします。（６/１３を締め
切りとさせて頂きます。）
業務推進部 E-mail：gyoumusuishinbu@gmail.com
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京都市身体障害者リハビリテーションセンターが
京都市地域リハビリテーション推進センターに生まれ変わります。
京都市身体障害者リハビリテーションセンター（以下リハセンター）は、昭和53年6月に都市型の総合リハビ
リテーションセンター（市更生相談所、自立支援施設、附属病院、補装具制作施設）として設立、37年間にわ
たり医学的リハビリテーションから生活リハビリテーションへつなげられるよう障害のある市民のためのリハ
ビリテーションを展開してきました。
まだ医療リハが十分に受けられなかった設立当初、昭和62年4月にはニードに応えるべく病床数を2倍の40床
に増床し対応してきました。以降、市内でもリハビリができる病院が増加し、このころから入院、外来とも利
用者さんの障害の重度化傾向がみられてきました。
病院の機能分化が進み、限られた期間でリハビリを終えなければならなくなった中、長期間のリハビリを要
する人のニードに応えるべくリハセンターでは、すべてのベッドを重度障害者病床にし、この流れに対応して
きました。
医療でのリハビリテーションを受けられる施設は飛躍的に増え、地域包括ケアの流れも芽生え始めた今、京
都市のリハビリテーション行政を今後どのように進めていくべきか検証する時期であるとの判断から、平成24
年3月に策定された「はばたけ未来へ！京プラン実施計画」で、リハセンターの在り方の検証がうたわれ、社会
福祉審議会に今後のリハビリテーションの在り方が諮問されました。25年7月9日に答申が出され10月には「京
都市におけるリハビリテーション行政の基本指針」がだされました。
リハセンターの病院部門をたたみ、保健・福祉分野でのリハのあり方を探り、障害者の活動を高め、参加を
促進するため、京都市地域リハビリテーション推進センターとして役割を変換していくこととなりました。
中身は、障害者総合相談窓口の開設、地域リハリハビリテーションの推進、高次脳機能障害への対応（高次
脳機能障害専門窓口の設置・取り組みの遅れている高次脳機能障害のある市民のための自立支援施設として再
編）、等の事業を展開していくことです。
医療リハビリテーションの先にあるリハビリテーションの展開、皆さんに利用してもらいながら創っていき
たいと職員一同頑張っています。在宅で生活の基盤ができ、安心して暮らせる。その先にある生活の質を高め
るための取り組みが今望まれています。
在宅で障害を持って生活する。その中で活動を高め、参加を促進できるよう取り組んでいきます。パート
ナーとして活用してもらえるよう、連携の促進も含めて頑張ります。啓発にも力を入れていきます。ご協力よ
ろしくお願いします。
（文責 京都市身体障害者リハビリテーションセンター 依岡）
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平成27年４月８日

京都府理学療法士会ニュース

№264

理学療法士講習会「下肢の運動学と理学療法A」

日 時：平成27年9月5日（土）9：30（開始）～9月6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療法の理論と技術について講習する。具体的には筋の機能
と運動学、股・膝関節の運動学とトレーニング、運動連鎖とストレッチング、関節可動域制限因子の
評価と治療、OKCとCKCトレーニングなどを行う。
講 師：市橋 則明・建内 宏重（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
受講費：20,000円
定 員：４８名（受講者決定方法：申込締切日以降に抽選）
申込締切日：平成27年7月15日（締め切り日から10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、
下記申込み先にお問い合わせください）
申込方法：申し込み方法詳細：下記①～⑧項目を明記し、申し込み先E-mailアドレスまでE-mailにてお申し込み
下さい･
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.kashia@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27年４月８日

京都府理学療法士会ニュース

№264

平成27年度 学術局研修会予定
日程

時間

テーマ

講師

新プロ単位

市橋則明先生
（京都大学大学院医学研究科）

場所

担当

A-2

並河茂先生（京都地域医
療学際研究所がくさい病院）

A-1
京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京丹後市立
弥栄病院

北部研修部

C-1

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

B-2

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

京都大学医学部
人間健康科学科

新人発表部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

10：00
〜11：00

協会と生涯学習システム

11：00
〜11：40

理学療法と倫理

11：50
〜12：30

理学療法における関連法

布川雄二郎先生
（済生会京都府病院）

A-5

13：30
〜14：10

人間関係及び接遇

麻田博之先生
（蘇生会総合病院）

A-4

14：20
〜15：50

理学療法と患者安全

山中寛恵先生
（京都大学医学部附属病院）

A-3

7月5日

9：00
〜15：00

関節可動域制限に対する
市橋則明先生
運動療法－ストレッチングの
（京都大学大学院医学研究科）
エビデンスと実際を中心に－

C-2

7月23日

19：00
吉田和道先生
（仮）脳画像の見方について
〜20：30
（京都大学医学部附属病院）

7月25日

13：00
〜18：40

7月26日

9：00
〜17：10

5月31日

8月9日

9月27日

10月4日

10月22日

11月1日

11月8日

10：00
〜13：00

大原英嗣先生、佐藤久友先生
（大阪医科大学附属病院）

運動器

14：00
庄本康治先生
（仮）物理療法の新たな展開
〜17：00
（畿央大学）

D-2

物理
療法

10：00 （仮）理学療法における研 木村貞治先生
〜11：30 究方法論、効果検証
（信州大学医学部保健学科）

D-3

13：00
臨床実習において気を付 柴田拓哉先生
〜14：30 けたいポイント
（久野病院）

E-1

15：15
変形性膝関節症のバイオメ 阿南雅也先生
〜16：45 カニクス
（広島大学）

C-4

9：00 （仮）減量を目的とした運 森谷敏夫先生
〜12：00 動生理学
（京都大学）

C-3

内部
障害

13：30
〜16：30

エビデンスに基づいた脳卒 保苅吉秀先生
中後片麻痺の評価と治療 （順天堂大学）

C-1

神経系

19：00 （仮）肩関節障害の理学 宮坂淳介先生
〜20：30 療法について
（京都大学医学部附属病院）

B-2

10：00
（仮）医療統計の基礎
〜11：30

B-3

13：00
〜17：00

股関節の運動学および FAI

運動器
基礎系

C-2

手良向聡先生
（京都府立医科大学）

新人症例発表会

C-6

10：00 （仮）運動器疾患の理学 大江寿先生
〜11：30 療法
（京丹後市立弥栄病院）

C-2

13：00 （仮）急性期脳卒中の理 今井保先生
〜16：00 学療法
（市立池田病院）

C-1

11月28日

13：00
〜18：40

11月29日

9：00
〜17：10

12月20日

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 （京都大学大学院医学研究科）
法の理論と実際
京都大学大学院生

認定専門領域

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 大 学 院 医 学 研 究
法の理論と実際
科）
・京都大学大学院生

（仮）「あっ大変！人が倒れ
13：00 た！」あなたなら、どうする？
〜14：30 －蘇生に関する基礎知識と
心肺蘇生の練習－

西山知佳先生
（京都大学大学院医学研究科）
内藤知佐子先生
（京都大学医学部附属病院）

B-1

E-2

1月17日

10：00～
17：00

第 26 回京都府理学療法
士学会

未定

2月7日

未定

動作支援に役立つバイオメ 櫻井愛子先生
カニクス
（国際医療福祉大学三田病院）

D-1
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神経系

生活
運動器神経系

生涯学習部
生涯学習部

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

新人発表部

舞鶴赤十字病院

B-2

15：15 （仮）呼吸リハビリテーショ 田平一行先生
〜16：45 ンについて
（畿央大学）

京都大学医学部
人間健康科学科

舞鶴赤十字病院

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

新人教育部

京都市呉竹文化
センター

学会部

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

平成27年４月８日

京都府理学療法士会ニュース

異動申請等

№264

お手続きをお願いします！

勤務先・自宅・氏名など会員情報が変更になった際は、すみやかに
異動申請をお願いたします。お手続きは、日本理学療法士協会の HP
http://www.japanpt.or.jp/

より、｢マイページ｣へログイン→「異

動申請」にてお早めにご申請下さい。
インターネット環境のない方は日本理学療法士協会までお問い合
わせください。
公益社団法人

日本理学療法士協会
TEL：03-6804-1421
FAX：03-5414-7913

編 集 後 記
「人生とはその時々に自然に変化し、移りゆくものです。変化に抵抗してはなりません。それは悲
しみを招くだけです。」 古代中国の哲学者 老子の言葉です。4 月、また新たな年度が始まり、新し
い仲間が増えたり、取り組みが行われます。会員の皆様には、移りゆく時を素直に受け入れ、その与
えられた環境の中で精いっぱい楽しみ、頑張れますように。（東 佐登美）
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