平成27年７月８日

京都府理学療法士会ニュース

THE KYOTO PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION NEWS

京都府理学療法士会ニュース

№ 265

№265

2015．7．8．発行
一般社団法人

京都府理学療法士会

〒606-8395
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町29-7
ラッジングハウス蘭V２階
TEL. 075-741-6017 FAX. 075-741-6018
M a i l: k p t a.j i m u@g m a i l.c o m
編
集 ： 事 務 局 広 報 部
責任者：東 佐登美 Mail: now@kpta.jp
京都府理学療法士会ホームページ
ＵＲＬ： http：//www.kpta.jp
印刷所：あおぞら印刷

目

次

祝！ 厚生労働大臣表彰受賞･･････････････････････ 2
厚生労働大臣表彰を受賞して･･････････････････････ 2
厚生労働大臣表彰を受けて････････････････････････ 2
会長行動記･･････････････････････････････････････ 3
平成26年度京都府理学療法士会 総会議事録････････ 3
平成27年度 第1回（拡大）理事会議事録･･･････････ 5
第２６回京都府理学療法士学会のご案内（第２報）･･ 6
京都府立医科大学リハ医学教室との懇談会が開催される･･･ 7
地域医療介護総合確保基金を戴きました････････････ 7

平成27年度京都府理学療法士会研修会・学会参加費無料のお知らせ･･･ 8
各部からのお知らせ･･････････････････････････････ 9
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･･･ 18
京都府リハビリテーション就業フェア2015 開催のご案内･･･ 20
病院紹介･･･････････････････････････････････････ 20
日本理学療法士協会 理学療法士講習会（基本編）･･･ 21
平成27年度 学術局研修会予定･････････････････････ 22
編集後記･･･････････････････････････････････････ 23

（現在の会員数 ２１８６名）７月１日現在

−1−

平成27年７月８日

京都府理学療法士会ニュース

祝！

№265

厚生労働大臣表彰受賞

去る6月6日東京にて日本理学療法士協会の創立50周年の記念式典と、祝賀会がありました。その席で京都府
理学療法士会推薦の並河会長と今井監事が厚生労働大臣表彰を受賞されました。長年にわたり、理学療法士と
して国民医療の向上発展に寄与され、協会員としても数々の社会貢献をしてこられました。そしてまだまだ現
役で活躍しておられます。このたびお二人にお言葉を頂いております。

厚生労働大臣表彰を受賞して

広報部部長 東 佐登美

厚生労働大臣表彰を受けて

会長 並河 茂

監事 今井 至

平成２７年６月６日、公益社団法人 日本理学療法

去る平成２７年６月６日、ホテルオークラ東京

士協会 創立５０周年記念式典において厚生労働大臣

平安の間に於いて、（社）日本理学療法士協会

創

表彰式があり、京都からは今井 至氏と並河が表彰さ

立５０周年記念式典が開催され、その中で厚生労働

れました（全国で３４名の受賞）。この賞は私一人が

大臣表彰を受けました。理学療法士として４４年間

もらったものでなく、これまでに多くの人々に支えて

の活動において、多くの方々にサポートして頂いた

もらって与えられた賞であると思っています。

結果であり、その代表の一人として頂いた賞である

昭和５０年国家試験合格して、滋賀県士会で入会

と思っています。会場には、半田一登協会長をはじ

の運びとなりました。この年に滋賀県士会は京都府

め、厚生労働省、日本医師会、日本病院会、日本リ

士会から独立した年であります。

ハビリテーション医学会、日本看護協会等の役員や

当時初代会長の砂川先生が直々に私に入会を勧め

国会議員ならびに世界理学療法士連盟会長も出席さ

に来られました。右も左もわからない私にとっては

れていて、それぞれ祝辞がありました。そして、受

ありがたいお誘いでした。入会しましたが１年後に

賞者のみならず、各都道府県士会からは役員数名ず

は京都府士会に転入しました。京都府士会では全国

つの参加がありました。祝賀会では、和太鼓の演奏

学会（昭和５６年）の前の年に選挙にて理事に選ば

もあり盛大な式典・祝賀会でした。

れました。同数で決選投票の末、末席の理事として

私自身は、養成校卒業後、兵庫県、滋賀県、奈良

当選しました。その後は初代宮風会長をはじめ、渡

県、そして現在は、京都府で活動させて頂いていま

邉（隆）氏、川面氏、森永氏と各会長のもと理事と

す。特に滋賀県士会では、部長、理事、副会長、会

して仕事をさせてもらい、今日に至っています。多

長等長期にわたり活動してきました。また、その間

くの方々のご指導のもと今日の自分があるのです。

（社）日本理学療法士協会、第13回世界理学療法連

この賞は「多年にわたり理学療法士として国民医療

盟学会（日本）、近畿ブロック士会等での活動を微

の向上発展に寄与」した結果の賞です。今後も仕事

力ながら関わらせて頂いてきました。

に励みたいと考えます。

滋賀士会から京都士会に移動してからは、並河
茂会長のお誘いがあり監事役を務めさせていただい
ています。この度の賞に甘んずることなく、今後も
精進してゆきたいと思います。
最後になりましたが、推薦していただきました京
都府理学療法士会に感謝申し上げます。
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会 長 行 動 記
３月４日	監査 士会事務所（今井・草下監事と三役）
５日	地域包括ケア交付金事業効果検討発表会（医
師会館）
６日	第５回在宅医療研修会（医師会館）
８日	第１回洛西地域医療フォーラム（ハイアット
リージェンシー京都）
12日	京都府関係団体人権研修会 依岡事務局長と
出席（ルビノ堀川）
	第７回在宅医療小委員会（医師会館）
15日	京都医健卒業式（ウェスティン都）
	士会指定事業研修会（府立医科大学基礎医学
学舎）
17日	上賀茂脳神経リハビリテーション研究セン
ター 小野 剛氏訪問
18日	人にやさしい介護機器支援開発プロジェクト
会議（平安会館）
19日	小室整形外科 吉村・木谷氏訪問（がくさい
病院）
22日	学位授与式（滋慶医療科学大学大学院）と会議
25日	臨時理事会（士会事務所）
26日	小室整形外科院長訪問（がくさい病院）
31日	医療推進協議会会議第29回代表者会議（医師
会館）
４月５日	京都府理学療法士会総会（杉浦ホール）
	第１回 理事会（拡大）（杉浦ホール）
９日	第８回在宅医療小委員会（医師会館）
	京都ＣＢＲ世話人会（京都市リハセンター）

12日	３団体全国会長会議（T K P田町カンファレ
ンスルーム）
18日	第８回京都嚥下研修会（府立医大図書館ホール）
21日	京都地域包括ケア推進機構第５回総会（医師
会館）
23日	地域包括ケアシステム委員会（士会事務所）
28日	地域医療介護確保基金（医療分）ヒアリング
依岡事務局長と出席
	（京都府庁健康福祉部第２会議室）
30日	就業フェア実行委員会（京都市リハセンター）
５月７日	京都府医療トレーニングセンター懇親会（京
都センチューリーホテル）
13日	臨時理事会（士会事務所）
14日	第９回在宅医療小委員会（医師会館）
	地域連携パス運営会議 第27回脳卒中連携パ
ス運営会議
	第31回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医師
会館）
19日	地域包括ケアシステム委員会（士会事務所）
24日	議事運営委員会（田町カンファレンスルーム）
25日	三役会（士会事務所）
26日	災害対策について 第一日赤 加藤氏と会談
（カフェ鴨川）
30日	近畿ブロック会議 新大丸ビル（並河欠席）
	依岡事務局長・布川社会局長・麻田理事 出席
31日	新人必須初期研修会（京大）並河欠席 理事
が出席

成立の必要数を満たす）

平成26年度京都府理学療法士会 総会議事録

議長の成立宣言により議事に入る

日 時：平成27年4月5日（日） 14：00〜15：30
場 所：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

＊第一号議案 平成26年度事業報告

杉浦地域医療研究センター2階 杉浦ホール

並
 河会長、依岡事務局長、布川社会局長、市橋学

議 長：並河会長

術局長

書 記：西川 徹（京都大学医学部附属病院）

・平成26年度事業はおおむね予定通り実施された。
・新 人教育部の研修会は新たな試みとして平日の
19時から開催したが、多くの参加者があったの

＊平成26年度士会会長賞の表彰

で次年度も継続する。

表彰審査委員長 麻田理事
本年度対象者5名；田後

裕之、西川

・京 都府理学療法士学会の参加者は年々減ってき

徹、大島

ている。

洋平、藤原 邦寛、廣岡 英子

・京都府リハビリテーション就業フェアは2回開催
した。今後は京都府言語聴覚士会が実行委員会

＊定足数の確認
士会員総数 1942名

からはずれたので、2士会（京都府理学療法士

出席会員36名、委任状1021名、計 1057名（総会の

会・作業療法士会）で運営していく。
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近畿学会の需要（参加者数）は？（京都大学大学院

苅谷財務担当理事

大畑ＰＴ）
（回答）

＊第三号議案 平成26年度監査報告

平
 成27年度の近畿学会は兵庫県士会が担当し、2日

今井監事

間開催となる。参加費を3000円にするために近畿

１．平成26年度の事業は、完了したものと認めます。

学会分担金を750円とすることが近畿ブロック会議

２．決算報告書、会計に関わる帳簿、領収書等す

で決定したが、その後、他府県士会の理事会で否

べて正確かつ適正に処理されていました。

決されたことから、平成27年度の近畿学会分担金

３．事業の実施については、活動報告、議事録等

は500円となった。会員数の増加に対して近畿学会

により正確に記録、報告されていました。

の参加者数は減ってきているため、参加者増の方

４．会費の徴収については、楽天クレジットの加
入率が昨年と同様63%となっていますが、新入

策について検討されている。（並河会長）
（質問）

会員の加入率が48%と低く、より一層の啓発を

京
 都府新基金の予算がおりなかった場合は地域包

お願いします。

括ケア推進委員会の活動費はどうなるのか？（京

５．事業の拡大、会員数の増加に伴う事務作業、
郵送通信費等の増大については、簡略化、経

都府リハビリテーション支援センター 山元PT）
（回答）

費節減等の検討が必要と思われます。

補正予算を組んで実施する。（並河会長）

６．業務の遂行は、年々向上しているように思われ
ます。さらに理事、部長、部員がより密に連携

【第四、五号議案について、拍手により承認】

し、円滑な業務が行えるようにしてください。
＊第六号議案 選挙管理委員選挙
【第一、二、三号議案について、拍手により承認】

拍手による承認により、下記３名が選挙管理委員
として選出された。

＊第四号議案 平成27年度事業計画案

南角 学（京都大学医学部附属病院）

並河会長

中川朋子（音羽病院）

・平 成27年度の重点項目は地域包括ケアの推進と

岡

徹（京都警察病院）

認知症対策である。認知症対策については、新
たに認知症対策委員会を設立、京都府新基金に

＊その他

も応募している。

（質問）
事
 務所の利用状況について、士会員が勉強会など

＊第五号議案 平成26年度予算案

に使用しても良いのか？（今井監事）

苅谷財務担当理事

（回答）

・会 費徴収の基本は楽天クレジットだがクレジッ

現
 在は理事会や各部の会議などで事務所を使用し

ト会員数が減ってきているため（全国は50%以下、

ている。もし各部の活動以外のことで事務所利用

京都は63%）、ＰＴ協会は自動振替を再開した。

の希望が出されたら、理事会で検討する。（池添

クレジット使用に賛同いただけない場合は士会

総務部担当理事）

事務所か苅谷財務担当理事まで連絡してもらえ

（質問）

ば自動振替手続きの申請用紙を送付する

業
 務推進部のネットワークについて、登録者が少
ないようだが、今後どのように登録者数を増やす

【質疑】

ように進めていくのか？（今井監事）

（質問）

（回答）

近畿学会分担金が変更された経緯や理由は？また、
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レスに限っているため登録者数が少ない。管理職

【その他】

ネットワークで、フリーメールでは書き込みがし

・就業フェア2015について

にくかったことを考慮して、サイボウズに移行し

烏丸産業会館にて、今年はOT士会主導で実施される

た。また、在宅ケアネットワークに関しては、周
知がされていないので、今年度の研修会で宣伝す

Ⅱ．討議事項

る予定。（関 業務推進部担当理事）

１．本年度理事会等の日程について

（質問）

第1回（拡大）理事会 4月5日（日）

今
 年開設された上賀茂神経リハビリテーション教

第2回理事会 6月3日（水）・三役会未定

育研究センターの無償リハビリに関して、府士会

第3回理事会 7月8日（水）・三役会未定

として何か対応するのか？（京都府リハビリテー

第4回理事会 9月9日（水）・三役会未定

ション支援センター 山元PT）

第5回（拡大）理事会

（回答）

12月5日（土）開催前に10

時から三役会、13時から理事会

様子をみて検討していく。（並河会長）

第6回理事会 1月20日（水）・三役会未定
第7回理事会 2月20日（土）・三役会未定
監査会 3月2日（土）終了後三役会
総会 4月3日（日）

平成27年度 第1回（拡大）理事会議事録

２．理学療法週間について

日 時：2015年4月5日（日）15：30～16：30

・理 学療法に関する川柳を理学療法週間に合わせ

場 所：京都大学大学院人間健康科学系専攻

て募集する
出席者：並河、市橋、依岡、布川、苅谷、麻田、石井、 ３．平成27年度地域医療介護総合確保基金にかかる
池添、黒木、島、関、中本、今井、草下、
事業計画について
山口、東、建内、西村、大畑、久保、阪東、

平
 成27年度も応募した。平成26年度基金につい

田後、原田、小寺、奥田、山端、江平、秋本、
勝田、大西、佐藤、西川、大島（書記）

てはまだ使用できる状況ではない。
４．分科学会について
・第51回、第52回の全国学術大会までは分科学会合同

Ⅰ．報告事項

で行われる予定であり、それ以降は議論中である。

【総務部】
１．公文書発行；H26年度No.151（京都市障害支援区

５．病院学会について
・日程：6月14日（日）

分判定等委員の推薦）、N o.152（京都府リハビリ

・実行委員として、下記5名が承認された。

テーション就業フェア開催事業完了報告書）、H27

柴
 田拓哉（久野病院）、西田毅之（桂病院）、

年度N o.1（講師派遣依頼新人初期研修会）、N o.2

中村康平（蘇生会病院）、辻村友子（がくさい

（講師依頼新人初期研修会）

病院）、井上彰（京都市地域リハビリテーショ

２．会員異動について
H
 26年度退会者

78名（休会経過退会者41名、死

亡退会1名、未納退会14名、任意退会22名）

ン推進センター）
６．メディカルオンラインの無料ダウンロードにつ
いて
・京 都士会員はメディカルオンラインで「理学療

【新人教育部】

法京都」が無料でダウンロードできるように申

新人初期研修会について

請する。手続き後、専用I Dパスワードを会員に

・日時：5月31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

アナウンスする予定
７．次回理事会
第2回理事会：平成27年6月3日（水）19：00～

・取得単位：A1～A5

士会事務所にて
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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２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～

演題募集を開始致しました。
会員の皆様からの多数のご応募をお待ち致しております。
・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
・参加費：京都府士会会員 無料 他府県士会員 2,000円 会員外 5,000円 学生 ＊500円（要学生証提示）
【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
・教育講演１「呼吸器疾患リハビリテーション（仮）」
大阪行岡医療大学 医療学部理学療法学科 講師
・教育講演２「運動器疾患リハビリテーション（仮）」
大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部

道免 和久先生
堀 竜次先生
木村 佳記先生

下記の通り演題募集をいたします。会員の皆様から多くの演題をお待ちしています。
【演題募集要項】
・演題発表形式：発表形式は口述発表のみとなります。
・応募資格
：筆頭演者は京都府理学療法士会員に限ります。
・演題募集期間：平成２７年７月1日（水）から１０月１５日（木）まで
・募集演題数 ：約３０演題を予定。
・演題申込方法：E-mailでのみ受付。
・演題申込みE-mailアドレス：kyotoptgakkai@gmail.com
・演題申込方法の詳細
下
 記の５項目についてWindows Office Word形式にて保存したファイルを演題申込みE-mailアドレス（kyotoptgakkai
@gmail.com）へ送信してください。
１ 演題タイトル
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
４ Key Words：３語
５ 本文：1200字以内とし、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。
６ フォントにつきましては、平成明朝体で 10.5ポイントにて作成してください。
・発表データは、Microsoft Power Point2003, 2007で作成したものに限らせて頂きます。
ファイル名は、筆頭演者の氏名（フルネームの漢字）を用いてください。
ま
 た、発表データの提出期日は、平成28年1月13日（水）までと致します。kyotoptgakkai@gmail.comに送信
して下さい。
・演題発表をして頂きます方は、『理学療法京都』に掲載をさせて頂きます。原稿作成に関わる注意事項にお
きましては、後日ご連絡をさせて頂きます。
【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

−6−

平成27年７月８日

京都府理学療法士会ニュース

№265

京都府立医科大学
リハ医学教室との懇談会が開催される

たします。コメディカルにとってリハ医学会は敷居

2014年10月から京都府立医科大学にリハビリテー

できるセッションを始め、著明な講師陣をお迎えし

ション医学講座が新設されました。また、京都にお
いてリハビリテーション医療の基本と進歩を学ぶ場
として「京都リハビリテーション医学研究会」が設
立されました。これは、2004年に作られた「京都リ
ハビリテーションフォーラム」を前身としています。
このような状況のもと、6月9日(火)に京都府立医科
大学内にて並河会長をはじめとする当士会理事５名

の高い学会に思われがちですが、実は気軽に参加し
ていただける学会です。コメディカルが誰でも発表
た盛り沢山の企画もあります。最新の知識を習得で
きると同時に、知識の整理をしていただける絶好の
機会です。また、ワンデイパスの導入やPT協会生涯
学習単位が取得できるようPT協会へ働きかけるなど、
P Tの先生方に参加していただき易くできるよう頑
張っております。奮って御参加いただきますようよ
ろしくお願いいたします。
京都府立医科大学附属病院

と久保責任教授、三上病院教授をはじめとするリハ

リハビリテーション部 久保 秀一

医学教室関係者との初めての懇談会が開催されまし
た。懇談では、リハ医学教室の概要やスタッフの紹
介等があり、当方は理学療法士の会員動向、教育シ

地域医療介護総合確保基金を
戴きました

ステムや学術大会の状況等が話題となりました。
なお、来年度の第53回日本リハビリテーション医
学学術集会は、京都の主催で、2016年6月9日(木)～11
日(土)に国立京都国際会館にて開催されます。テーマ
は軌轍と融和で、医師以外の他職種も共同して、リ
ハ医療の質を高めていくことを掲げています。
懇談会では、来年度のリハ医学会を盛り上げてい
くことと、今後、互いに連携し、京都のリハ医療を
推進していきましょうという点で一致し、記念写真
の撮影後お開きとなりました。その後、同席されて
いた京都府立医科大学リハビリテーション部理学療
法士の久保秀一先生に当士会広報部（島）より、上
記のリハビリテーション医学研究会学術集会につい
て原稿（下記）を依頼させて頂きました。

昨年の４月７日に説明会があり、京都府理学療法
士会として会議を開催し、団体提案事業として事業
概要と予算を京都府に提出しました。５月１３日に
はヒアリングがあり、会長の並河が府庁に出向き説
明をしました。その後事業資金が決まるのが１０月、
本年１月といわれたのですが４月１日にやっと予算
が付きました。この基金は地域における医療及び介
護の総合的な確保を推進するため、消費増税分を活
用した新たな財政支援制度であります。当士会には、
回復期～生活期にスムーズに移行させるための理学
療法士の技術向上のための研修事業に３００万円、

京都府理学療法士会理事 島 浩人

訪問リハビリテーションを推進するための人材育成

平成26年10月、私の職場である京都府立医科大学

対しての復職支援事業に８０万円のお金が付きまし

にリハビリテーション医学講座が開設されました。
京都に根ざしたリハ医養成の始まりです。その旗揚
げとして、当学リハビリテーション医学教室責任教

事業に１００万円、休会者、退職者の理学療法士に
た。地域に貢献するためのお金です。士会として有
効に使っていきます。士会員の皆さんにも還元させ
ていただきます。宜しくお願いします。

授の久保俊一会長の下、第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会を京都国際会議場にて開催い
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平成27年7月吉日
士会員各位
一般社団法人京都府理学療法士会
会長 並河

茂

平成27年度京都府理学療法士会研修会・学会参加費無料のお知らせ
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さてこのたび、京都府の地域医療介護総合確保基金が交付されることになり、平成27年度の士会学術局主催
研修会および第26回京都府理学療法士学会について、士会員の参加費は無料とすることが決まりましたので、
お知らせいたします。
士会員が参加費無料となる研修会は下記の通りです。
＊新人教育部主催の新人必須初期研修および研修会
＊生涯学習部主催の研修会および技術講習会
＊新人発表部主催の研修会
＊北部研修部主催の研修会および技術講習会
＊第26回京都府理学療法士学会
※新人教育部主催の新人技術講習会および理学療法士講習会は対象外であり、参加費は士会員でも有料となり
ますのでご注意ください。
※上記の士会員無料研修会について、他府県士会の会員の参加費は従来通り1,000円、会員外は5,000円、学生は
1,000円となります。
※第26回京都府理学療法士学会の参加費についても、士会員以外については従来通りとなる予定です。
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◀各部からのお知らせ▶

は早急に申し込みをお願いいたします。

●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★

問い合わせ下さい。

№265

方法は日本理学療法士協会ホームページ上の「マ
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

（電話番号：０３－６８０４－１４２１）

いる会員の方は、５月２７日にＨ２７年度会費の引
き落としが行われました。

★ニコス自動振替の申し込みが出来るようになりま

会員の皆様は引き落としの確認をよろしくお願い

した★

致します。

昨年度よりニコス自動振替による会費の納入が出
来るようになっています。

★Ｈ２７年度の会費納入はお済ですか？★

現在、楽天クレジット未申込の会員の方はこの機

去る６月３０日が現金での納入期限でした。楽天
クレジット・ニコス自動振替の申し込みをされてい

会に是非ニコス自動振替の申し込みをご検討下さい。
申込される方は士会事務局までご連絡ください。

ない方で、まだ会費納入をされておられない会員の
方は早急に下記口座までお振込みください。

但し、クレジットと違い、自動振替は引落し期日
に会費金額以上の残高がないと引落不可となります。
口座の残高には特にご注意ください。

★継続会費

：１９，０００円

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

確実な会費の納入を勧めるために協会・士会では
楽天クレジットを推奨しております。

（免許取得年度入会）：１８，０００円

会員の皆様の御協力を宜しくお願い致します。

・銀行振込
三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

★会費納入証明証・クレジット会員証・自動振替会

普通預金 ００５３７３１

員証について★

一般社団法人 京都府理学療法士会

京都府理学療法士会では研修会受講時に会費納入

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

の確認として各証明証のご提示をして頂いております。

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

クレジット会員証をお持ちの方は今年度以降も同

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

様に研修会受付にてご提示ください。

＊通信欄に短文が書けます。

現在クレジット以外にて会費納入されておられる

当士会では会費納入期限（６月３０日）を過ぎて

方（ニコス自動振替・現金振込・施設払い）は会費

も会費を未納の方は、研修会参加時に会員外の会場

納入後に事務所より２７年度の会費納入証明証が送

整理費（５，０００円）の支払いが必要となります。 付されてきますので会員証に貼付されているシール
ご注意ください。

を貼り替えて頂きますようにお願い致します。（Ｈ
２６年会費納入証明証は無効となっております。）

★楽天カードへの申し込みは済みましたか？★

ニコス自動振替の申し込みをされておられる会員の

Ｈ２７年５月２９日の時点にて、楽天クレジット
未申込の方が６５９名おられます。

方にH２７年度より自動振替会員証を随時送付しており
ます。会員証に自動振替会員証を貼付して下さい。

未納者が多数になりますと士会事業に多大な影響

（自動振替会員証は１度しか発行されませんので送付

を及ぼしますので、楽天クレジット未申し込みの方

後すぐに貼付し、紛失しないようにお願い致します。）
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無料、他府県士会会員・学

会費納入証明証が送られてきましたら、２枚の証明

生1,000円 会員外5,000円

証を貼付して下さい。（納入当該年度の証明証は毎

単 位：新人教育プログラム E-1

年貼り替えて下さい。自動振替会員証のみでは会費

テーマ：臨床実習指導において気をつけたいポイント

の納入を証明する事になりません。）

講 師：柴田 拓哉 先生（久野病院）
申込み：事前申し込みが必要です。下記U R Lから参

会費についてご不明な点がございましたら、財務

加申し込みを行ってください（応募者多数

部 苅谷まで御連絡下さい。

の場合抽選になる場合があります）。
https://ez-entry.jp/kyoto-2015-1-2-3/entry/

西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

申込期間：7 月6日（月）9時から8月28日（金）17時

〒602－8319 京都市上京区七本松五辻上ル

まで

TEL：075－461－8800（内線159）

受講可否の通知について：

FAX：075－461－5514

9 月2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掲載いたします。

●新人教育部からのお知らせ●

第3回新人教育部研修会
日 時：平成27年9月27日（日）15：15～16：45

第1回新人教育部研修会

（受付開始：14：45）

日 時：平成27年7月23日（木）19：00～20：30

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

（受付開始：18：30）

参加費：京 都府士会員

会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：京 都府士会員

無料、他府県士会会員・学

生1,000円 会員外5,000円

生1,000円 会員外5,000円
単 位：新人教育プログラム C-4
テーマ：変形性膝関節症のバイオメカニクス

単 位：新人教育プログラム C-1

講 師：阿南 雅也 先生（広島大学）

テーマ：脳卒中の画像診断と症候
講 師：吉田 和道 先生（京都大学医学部附属病院）

申込み：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

申込み：w e b（h t t p s://e z-e n t r y.j p/k y o t o-2015-1/

の場合抽選になる場合があります）。

entry/）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絡くださ
い。なお、事前申し込みをされていない方は
当日ご参加いただくことができません。

https://ez-entry.jp/kyoto-2015-1-2-3/entry/
申込期間：7 月6日（月）9時から8月28日（金）17時
まで
受講可否の通知について：

新人教育部部長 建内 宏重

9 月2日以降に、上記U R Lトップページおよび京都

（tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp）
第2回新人教育部研修会
日 時：平成27年9月27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

無料、他府県士会会員・学

府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
第4回新人教育部研修会
日 時：平成27年10月22日（木）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
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第6回新人教育部研修会
日 時：平成27年12月20日（日）15：15～16：45

生1,000円 会員外5,000円

（受付開始：14：45）

単 位：新人教育プログラム B-2

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：肩 関節疾患に対するリハビリテーション
－肩峰下インピンジメント症候群を中心に－

参加費：京 都府士会員

生1,000円 会員外5,000円

講 師：宮坂 淳介 先生（京都大学医学部附属病院）
申込み：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

無料、他府県士会会員・学

単 位：新人教育プログラム E-2
テーマ：呼 吸循環器障害の理学療法におけるクリニ
カルリーズニング

の場合抽選になる場合があります）。

講 師：田平 一行 先生（畿央大学）

https://ez-entry.jp/kyoto-2015-4/entry/
申込期間：8月31日（月）9時から10月2日（金）17時

申込み：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

まで

の場合抽選になる場合があります）。

受講可否の通知について：

https://ez-entry.jp/kyoto-2015-5-6/entry/

1 0月7日以降に、上記URL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掲載いたします。

申込期間：10月12日（月）9時から11月27日（金）17
時まで

第5回新人教育部研修会

受講可否の通知について：
1 2月2日以降に、上記URLトップページおよび京都

日 時：平成27年12月20日（日）13：00～14：30

府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

（受付開始：12：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科

＊新 人教育部研修会は全て（必須初期研修は除く）

参加費：無料（京都府士会員のみ100名限定）
単 位：新人教育プログラム B-1

事前申込制となります。事前の申し込みをされず

テーマ：「 あっ、大変！人が倒れた！」あなたなら、

に当日来場されても研修会に参加していただけま

どうする？

せんので、ご注意ください。

－蘇生に関する基礎知識と心

肺蘇生法の練習－
講 師：西山

知佳 先生（京都大学大学院医学研究

第2回新人技術講習会

科 人間健康科学系専攻）

テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際

内
 藤

日 時：平成27年11月28日（土）～11月29日（日）

知佐子 先生（京都大学医学部附属病

11月28日 13：00～18：40（受付 12：30～）

院総合臨床教育・実習センター）

18：50～19：50 懇親会（無料）

申込み：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

11月29日

9：00～17：10

の場合抽選になる場合があります）。

（2日間合計12.5時間）
内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象

https://ez-entry.jp/kyoto-2015-5-6/entry/
申込期間：10月12日（月）9時から11月27日（金）17

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

時まで

作の評価・治療方法について、講義と実技

受講可否の通知について：
1 2月2日以降に、上記URLトップページおよび京都

を行います。

府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

具体的には、以下の項目が含まれます。
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・触診（肩・股・膝・足関節）

いただくことができません。入金をされていない場

・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際

合、入会とは認められませんので、ご注意ください。

・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。

＊申し込み後、受付完了のメールを以って申込み手
続きが終了となります。申込み後1週間を過ぎても

講 師：市 橋

則明先生、建内

宏重先生（京都大

返信がない場合は、大変お手数ですが下記に電話

学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）、

にてお問い合わせください。

京都大学大学院生
会 場：京都大学医学部人間健康科学科

問い合わせ先：

受講費：5,000円

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53

定 員：40名

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

申込み方法：下 記1～4項目をもれなく明記し、メー

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

ルにてお申し込みください。
１．氏名（フリガナ）

新人教育プログラム単位認定について

２．所属（勤務先名称、勤務先住所、電話番号）

－単位未登録研修について－

３．メールアドレス（受講可否の連絡をしますので、

学術局担当 麻田 博之

必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてください。
）

下記要綱で開催されました研修会の単位登録が当

４．日本理学療法士協会 入会年度

会の不手際により登録できていないことが判明いたし

申込先：kyoto.shinjin＠gmail.com（京都大学大学院医

ました。会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳

学研究科人間健康科学系専攻 小山優美子）

ございません。下記の研修会に参加された会員にお

＊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。

かれましては、D−３単位が認定されているかを協会
マイページよりご確認いただき未登録の場合は、会員
番号・氏名・フリガナ・勤務先・生年月日・連絡先

応募締め切り：平成27年10月31日（土）必着

T E Lを京都府士会事務局までご連絡下さい。公務お

＊応 募者多数の場合、抽選になる場合があります。 忙しいところお手数をお掛けいたしますがよろしくお
ご了承ください。

願い致します。

＊11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。

記
平成26年度第２回新人発表部研修会
日 程：平成26年11月16日（日）10：00〜11：30

注意事項：

講 師：佐藤 雅昭先生（京都大学医学部呼吸器外科）

＊同一施設から複数人申し込みをされる場合は、病

テーマ：研 究方法論（学会発表、症例発表、論文作

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。

成の方法論）
認定単位：新人教育プログラム D−３

＊京都府士会に入会されていないと講習会に参加して

単位未登録申請先 kpta.jimu@gmail.com

− 12 −
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●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（物理
療法）10ポイント

第1回生涯学習部研修会（事前申込制）

参加費：京都府理学療法士会協会員 無料

日 時：平成27年8月9日（日）

他府県理学療法士会協会員 1,000円

10：00～13：00（受付開始9：30）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室
テーマ：『股関節の運動学およびFAI』
講 師：大原

英嗣 先生（大阪医科大学附属病院整

形外科）
佐
 藤

久友 先生（大阪医科大学附属病院リ

学生

1,000円

会員外

5,000円

※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。
※申込み：本研修会受講には事前申し込みが必要で
す。下記U R Lから申し込みを行ってください。応

ハビリテーション科）

募者多数の場合抽選になることがあります。

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

1,000円

会員外

5,000円

申込期間：7 月1日（水）8時から7月31日（金）17時
受講可否の通知について：8月3日以降に、上記U R L

他府県理学療法士会協会員 1,000円
学生

https://ez-entry.jp/syougai2015-1-2/entry/
まで

参加費：京都府理学療法士会協会員 無料

トップページおよび京都府理学療法士会ホームペー
ジに掲載いたします。

※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。
※申込み：本研修会受講には事前申し込みが必要で
す。下記U R Lから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ことがあります。

第3回生涯学習部研修会（事前申込制）
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
テーマ：『（仮）減量を目的とした運動生理学』

https://ez-entry.jp/syougai2015-1-2/entry/
申込期間：7 月1日（水）8時から7月31日（金）17時
まで
受講可否の通知について：8月3日以降に、上記U R L

講 師：森谷

ジに掲載いたします。

敏夫 先生（京都大学大学院人間・環

境学研究科）
単 位：新人教育プログラムC-3
専
 門・認定理学療法士履修ポイント（内部

トップページおよび京都府理学療法士会ホームペー

障害）10ポイント
参加費：京都府理学療法士会協会員 無料
他府県理学療法士会協会員 1,000円

第2回生涯学習部研修会（事前申込制）
日 時：平成27年8月9日（日）
14：00～17：00（受付開始13：30）
－その他の治療

とのカップリング－』

学生

1,000円

会員外

5,000円

※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
テーマ：『 物理療法の新たな展開

№265

ください。
※申込み：本研修会受講には事前申し込みが必要で
す。下記U R Lから申し込みを行ってください。応

講 師：庄本 康治 先生（畿央大学）

募者多数の場合抽選になることがあります。

単 位：新人教育プログラムD-2

https://ez-entry.jp/syougai2015-3-4/entry/
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申込期間：7 月1日（水）8時から9月18日（金）17時
まで
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場 所：舞鶴赤十字病院
テーマ：触診と関節モビライゼーション

受講可否の通知について：9月24日以降に、上記URL

講 師：大江 寿 先生（京丹後市立弥栄病院）

トップページおよび京都府理学療法士会ホームペー

内 容：皮膚表面から骨までの距離は近くても7㎜程

ジに掲載いたします。

度あるといわれ、骨体を動かす場合正確な
触診が重要となります。骨では指標となる

第4回生涯学習部研修会（事前申込制）

部位をどの手順で触るかを確認し、関節で

日 時：平成27年10月4日（日）

は潤滑機構を利用したモビライゼーション

13：30～16：30（受付開始13：00）

を紹介したいと思います。

場 所：京都大学医学部人間健康科学科第9講義室

単 位：新人教育プログラム単位C-2

テーマ：『 エビデンスに基づいた脳卒中後片麻痺の

参加費：京都士会員無料 他士会会員1,000円 ･

評価と治療』

会員外5,000円

講 師：保苅 吉秀 先生（順天堂大学）
第３回北部研修部研修会

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（神

日 時：平成27年11月8日（日）

経）10ポイント

13：00～16：00

参加費：京都府理学療法士会協会員 無料

受付12：30

場 所：舞鶴赤十字病院

他府県理学療法士会協会員 1,000円

テーマ：脳血管障害患者の急性期理学療法

学生

1,000円

講 師：今井 保 先生（市立池田病院）

会員外

5,000円

内 容：脳 卒中のリハビリテーションにおいて、急

※当日は必ず日本理学療法士協会会員証を携帯して

性期での関わりは脳の可塑性への影響など、

ください。

ガイドラインの中でも重要なものとして位

※申込み：本研修会受講には事前申し込みが必要で

置づけられています。今回は、この分野で

す。下記U R Lから申し込みを行ってください。応

著書も書いておられる今井先生をお招きし、

募者多数の場合抽選になることがあります。

疾患パターンとその関わりなどについて、

https://ez-entry.jp/syougai2015-3-4/entry/

ご教授いただく予定です。

申込期間：7 月1日（水）8時から9月18日（金）17時

単 位：新人教育プログラム単位C-1

まで

認定・専門ポイント 10ポイント

受講可否の通知について：9月24日以降に、上記URL

参加費：京都士会員無料 他士会会員1,000円 ･

トップページおよび京都府理学療法士会ホームペー

会員外5,000円

ジに掲載いたします。

●北部研修部からのお知らせ●
第２回北部研修部研修会

●会誌編集部からのお知らせ●
理学療法京都バックナンバーの購入連絡先が変更
になりましたのでお知らせいたします。

日 時：平成27年11月8日（日）
10：00～11：30

受付9：30
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Ⅰ）平成27年度介護報酬改定 座長 中本 隆幸先生

〒602-8566

講演１：平 成27年度介護報酬改定の概要

～リハ

京都市上京区河原町広小路上がる梶井町465

ビリテーション関連～

京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部

京都地域医療学際研究所がくさい病院

久保 秀一

吉田 史佐男 先生

E-mail : rigakuryohokyoto@yahoo.ne.jp

Ⅱ）介 護報酬改定における各施設（サービス）の対
応について 座長 田後 裕之 先生
講演２：「訪問看護Ⅰ５における対応」

●保険部からのお知らせ●

訪問看護ステーション「きづ川はろー」
勝田 光一 先生

平成２７年度介護報酬改定に関する情報を京都理
学療法士会

ホームページ

講演３：「訪問リハと通所リハにおける対応」

保険部内に掲載をして

中島整形外科 橋本 裕一 先生

おります。ご確認を頂き業務にご活用頂ければと思

講演４：「 通所リハと介護老人保健施設における

います。

対応」

現在更新をしております内容は下記の通りです。

医
 療法人社団

千春会

介護老人保健施

設「春風」 山本 政樹 先生

掲載内容

講演５：「 介護老人福祉施設における介護報酬改

『リハビリテーションマネジメント加算等に関する

定の影響について」

基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等

訪問看護ステーション「いすず」

の事務処理手順及び様式例の提示について』
『平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

神内 昭次 先生

その１

講演６：「介護予防施設における対応」

（平成27年4月１日）』
『平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

介
 護予防デイサービスセンター「リエゾ

その２

ン宇治」

（平成27年4月30日）』
『平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

その３

（平成27年6月１日）』

Ⅲ）意見（情報）交換会 座長 中本 隆幸 先生
お申込み方法：hokenbu.kyoto2@gmail.comにメール

平成２７年度 保険部 研修会
テーマ：『 平成２７年介護報酬改定における各施設
の具体的対応』

にてお申込み下さい。
申し込みの期間：平成27年5月11日（月）～平成27年
7月25日（土）

日 時：平成27年８月２日（日）９：30～12：30

問い合わせ先：京 都 府 理 学 療 法 士 会

（受付 9：00～）
場 所：京都医健専門学校

梅垣 裕樹 先生

hokenbu.kyoto2@gmail.comまで。

第１校舎４階401教室、

402教室

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。

対 象：京都府理学療法士会会員

保険部

参加人数：8 0名（申し込み多数の場合は抽選とさせ
て頂きます。ご了承お願い致します。）
参加費：無料
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●業務推進部からのお知らせ●

理学療法川柳は総数70句の応募がありました。府

業務推進部では会員同士の情報交換、意見交換の

民への呼びかけなどご協力いただきありがとうござ

場として「管理職ネットワーク」を運営しています。

いました。

今回は、医療職に必要な接遇・コミュニケーション

選考の結果、下記のとおりとなりました。なお、

能力をテーマに、管理職セミナーを下記の通り開催

一般発表は全国一斉イベント日の7月12日（日）を予

します。ネットワークに登録されていない方でも参

定しています。

加は可能です。管理職対象のセミナーですが、管理
職を目指す方や職場でリーダーを担っている方もお

京都市 ペンネーム 八ツ橋娘様

・デイサービス 朝からいそいそ うす化粧

最優秀作品

越し頂ければと思います。またセミナー後、意見交
換や名刺交換の時間を持ちたいと思っております。
ぜひご参加下さい。
日 時：平成27年9月13日（日）午後1時半～4時半
会 場：京都医健専門学校
講 師：Ｎ ＰＯ法人ささえあい医療人権センター
ＣＯＭＬ 理事長 山口 育子先生
内 容：「 医療職に必要な接遇・コミュニケーショ
ン能力」
申し込み：g youmusuishinbu@gmail.comにメールま
たは士会事務所075-741-6018にFAXにて。
件名に「管理職セミナー希望」とお書き
頂き、氏名、所属先を明記の上、お申込

優秀作品

・介護する 妻には言えぬ ありがとう！

宇治市 ペンネーム

・外出が 楽しくなった リハビリで

夜汽車様

小川英子様

城陽市 ペンネーム リ
  エゾンちゃん様

・リハビリで 歩けば感じる 四季の風

京都市

・はいっ上げて 隣につられ 上げちゃった

宮城県 ペンネーム ふぁのん様
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ネットワークに参加しませんか？
～業務推進部より、アプリのご紹介～
業務推進部では、管理者・小児・在宅ケアネットワークを設け、それぞれの分野で京都府士会員の交流
や技術、情報交換等を行える場をつくっています。
ネットワークを円滑にするために、管理職・在宅ケアネットワークではコミュニケーションツールに
『サイボウズ Live』を採用しています。

『サイボウズ Live』は、iPhone、Android のアプリにてダウンロードできます。

ネットワークの概要
アプリ名

サイボウズ Live

対応 iPhone、Android
対象 京都府理学療法士会員様
種類 仕事効率化
機能 ・チャット
・掲示板
・カレンダー
・共有フォルダ
・ToDo リスト

ネットワーク参加のお申込み
以下のアドレスに
必要事項を送っていただくと、折り返
しサイボウズの招待状が届きますので
手順に沿って登録してください
メール
アドレス

gyoumusuishinbu@gmail.com

必要事項
①希望するネットワーク②氏名③所属
④メールアドレス

対応ツール PC、スマホ、ガラケー
登録に当たり :グルーブ招待の URL が届くので、その手順に沿って、１週間以内に登録し
てください
期限を過ぎますと再度、参加のお申込みが必要となります
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平成27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 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、研修会（2回）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EBPTの意義と実践方法について、手良向先生には医療統計の基礎についてご講演い
ただきます。また、症例発表会として、日頃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。以下に、演題募集要
項を記載しています。多数の申し込みをお待ちしています。
本年度、座長募集を実施します。今後、座長を経験する方々も多くあると思います。この機会に、座長を経
験していただくと、今後の活動の一助になると思います。ぜひ、応募をお待ちしています。
記
新人症例発表会
日 時

平成27年11月1日（日）13：00～17：00（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。

演題募集要項
１．本新人発表会は、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．新人症例発表の応募方法は、例年申し込み・抄録提出と2段階で実施していましたが、本年は抄録を提出
いただいた時点で申し込み完了とさせていただきます。
●登録方法 メ
 ールの件名を、「2015新人発表会申込み」とし、①演者氏名（所属）、②共同演者氏名（所
属）、③演題タイトル、④副題（無い場合は、不要です）、⑤本文（1000～1200文字）を明記
の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）まで、お申込み下さい。申込み後、当方から受
付完了のメールを返信いたします。9月7日（月）を過ぎても返信がない場合はすぐにお問い合
わせ下さい（問い合わせ先：京都大学医学部附属病院 西村：075-751-3571）。共同演者なしは、
認めません。抄録作成、発表に際しては、職場の上司・先輩などに十分にご相談下さい。相談
できない、できる方がおられない1人職場などの方は、ご連絡下さい。
登録申込みE-mailの締切：平成27年9月4日（金）17：00必着
３．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。
４．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。Windows
Power Pointを使用できる環境をご用意下さい。
５．必ず連絡の取れる個人のアドレスとして下さい。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からお申し込み下さい。
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第一回研修会
日 時

平成27年9月27日（日）10：00～11：30（受付9：30～）

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

テーマ

｢EBPTの意義と実践方法｣

講 師

木村 貞治先生（信州大学医学部保健学科）

参加費

京都府士会会員：無料、他府県士会会員・学生：1,000 円、会員外：5,000 円

単 位

「D-3 理学療法の研究方法論（EBPT含む）」が認定されます

申込み

事
 前申し込みが必要です。下記URLから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ことがあります
URL：https://ez-entry.jp/2015-1-2-3/entry/

申込期間 7月6日（月）9時から8月28日（金）17時まで
受講可否 9月2日以降に、上記URL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掲載いたします
第二回研修会
日 時

平成27年11月1日（日）10：00～11：30（受付9：30～）

場 所

京都大学医学部人間健康科学科

テーマ

「理学療法士のための医療統計 基礎編」

講 師

手良向 聡先生（京都府立医科大学）

参加費

京都府士会会員：無料、他府県士会会員・学生：1,000 円、会員外：5,000 円

単 位

「B-3 統計方法論」が認定されます

申込み

事前申し込みが必要です。下記URLから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ことがあります。
URL：https://ez-entry.jp/happyou2015-2/entry/

申込期間 9月7日（月）9時から10月9日（金）17 時まで
受講可否 10月12日以降に、上記URL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掲載いたします
■座長募集のお知らせ
１．本年度、新人発表会の座長を募集します。今後、様々な学会で座長を経験されることもあると思います。
その前に、一度ご経験いただけると、良いのではないでしょうか。
２．発表数の多い施設の先輩PT、PT数の多い施設から、多く立候補していただけると幸いです。
３．立候補していただける方は、①氏名、②所属、③理学療法士経験年数、④C-6単位取得の有無を記載の上、
こちらまでご連絡ください。kpta.sinjin.h@gmail.com
立候補締切：平成27年9月4日（金）17：00必着
■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。ご持参いただ
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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開催のご案内

毎年夏に京都府の補助金事業として開催しています「京都府リハビリテーション就業フェア」を今年も開催
します。
昨年は、台風と重なり参加者が少なく、各所からの要望もあり1月に再度開催しましたが、すでに就職先が決
まっている人が多く、参加者は両方合わせても115名にとどまりました。しかし、フェアを通じて就労に結びつ
いた人数は、26名と例年とほぼ同数の結果となりました。
京都にも養成校が増え、卒業者数も年々増加してきています。新卒者だけでなく、既卒者の求人を希望する
法人も年々増加してきています。
本年度も京都府の補助を受け、8月9日（日）に四条烏丸の京都産業会館で開催することになりました。出展
法人は60法人を予定、就職希望者、転職希望者とのマッチングができればと、相談ブースを開設いたします。
求人情報満載のフェアを目指して開催しますのでご参加いただきますようお願いいたします。
詳しくは、本会ホームページをご覧下さい。
京都府リハビリテーション就業フェア実行委員会

病院紹介
①施設名
一
 般財団法人 京都地域医療学際研究所 がくさい病院
②住 所
〒604-8845 京都市中京区壬生東高田町1番９
③病床数
一般：40床、回復期リハビリテーション病床：50床
④セラピスト数 PT21名、OT5名、ST3名
⑤週 休
完全4週8休
⑥関連施設 介
 護老人保健施設がくさい、訪問看護ステーションがくさい、居宅介護支援事業所がくさい、･
京都市鳳徳地域包括支援センター
⑦施設環境等
当院は以前よりスポーツを中心に運動器スポーツリハビリテーションに力を入れてきています。更に2013
年4月からは回復期リハ病棟を開設しました。又、2013年11月には新築移転しました。疾病施設基準は脳血管、
運動器Ⅰを算定しており、現在、理学療法士は運動器スポーツリハビリテーション科に9名、回復期リハビリ
テーション科に11名、京都市域京都府地域リハビリテーション支援センターに1名が勤務しています。また、
当院は京都府リハビリテーション教育センターの教育指定病院になっており、今後更なるリハビリテーショ
ンの充実、展開をはかっていく予定です。
⑧リハビリテーションについて
運動器スポーツリハビリテーション科：40床の急性期整形外科とその後のフォローを中心とした外来理学療
法を実施しています。運動器疾患を中心に疾病の治療、日常生活への復帰を目的とするメディカルリハビリ
テーション、スポーツ選手の競技復帰と再発防止を目的としたアスレティックリハビリテーションに、積極的
に取り組んでいます。
回復期リハビリテーション科：他院からのご紹介がほとんどである50床の回復期リハビリテーション病棟
の入院患者様を主な対象として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がチームを組んで、機能改善や日常
生活活動能力の向上による在宅復帰を目指しています。
京都市域京都府地域リハビリテーション支援センター：京都府の指定を受け京都市域における『地域リハビ
リテーション支援センター』として活動しています。医療機関・介護保険事業所・関連団体・行政機関等と連
携しながら、京都市域における地域リハビリテーションの充実を図っています。また、ケアマネージャーの方、
介護福祉関連事業所の方等からのご相談を承り、直接相談先のご自宅や事業所に伺ったりしています。
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日本理学療法士協会 理学療法士講習会（基本編）
「パーキンソン病の理学療法」
日 時：平成27年11月29日（日）9時～17時
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法を提供するた
めに必要な知識を講義する。運動障害の機序、臨床的特徴とともに、病期別理学療法の実際、パーキ
ンソン病の理学療法のエビデンス、最近のトピックスについても教示する。
講師名（所属）：松尾
鎌田

善美（武庫川女子大学）

石井

光昭（佛教大学）

理之（大阪大学医学部附属病院）

岡田

洋平（畿央大学）

会 場：佛教大学二条キャンパス701教室
受講費：会員 3,240円，非会員 10,800円
定 員：120名
受講者決定方法：先着順

定員になり次第締め切り

申込開始日：平成27年9月1日（火）
申込締切日：平成27年10月31日（土）
申込先と申込方法：日本理学療法士協会ホームページのマイページより参加申し込み
詳細は、日本理学療法士協会ホームページのセミナー・講習会情報を参照して下さい。
問合せ先：佛教大学保健医療技術学部 石井光昭
E-mail：ishii@bukkyo-u.ac.jp
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平成27年度 学術局研修会予定
日程

講師

新プロ単位

協会と生涯学習システム

市橋則明先生
（京都大学大学院医学研究科）

A-2

11：00
〜11：40

理学療法と倫理

苅谷康之先生
（西陣病院）

A-1

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
終了

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
〜20：30

脳卒中の画像診断と症候

吉田和道先生
（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
終了

８月９日

9月27日

10月4日

10月22日

11月1日

11月8日

時間

場所

担当

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

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 （京都大学大学院医学研究科）
京都大学大学院生
法の理論と実際

B-2

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

10：00～
13：00

股 関 節 の 運 動 学 および 大原英嗣先生、
佐藤久友先生
FAI
（大阪医科大学）

C-2

運動器

14：00～
17：00

物理療法の新たな展開－そ 庄本康治先生
の他の治療とのカップリング－ （畿央大学）

D-2

物理
療法

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

10：00
〜11：30

EBPTの意義と実践方法

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

木村貞治先生
（信州大学医学部保健学科）

認定専門領域

運動器
基礎系

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動 森谷敏夫先生
〜12：00 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

肩関節疾患に対するリハビ
19：00
宮坂淳介先生
リテーション －肩峰下インピ
〜20：30
（京都大学医学部附属病院）
ンジメント症候群を中心に－

B-2

10：00
〜11：30

理学療法士のための医療 手良向聡先生
統計 基礎編
（京都府立医科大学）

B-3

13：00
〜17：00

新人症例発表会

C-6

10：00
〜11：30

触診と関節モビライゼーション

13：00
〜16：00

脳血管障害患者の急性期 今井保先生
理学療法
（市立池田病院）

C-1

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

B-2

11月28日

13：00
〜18：40

11月29日

9：00
〜17：10

12月20日

テーマ

「あっ大変！人が倒れた！」あ
13：00 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－

大江寿先生
（京丹後市立弥栄病院）

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）

C-2

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-1

15：15
呼吸循環器障害の理学療法 田平一行先生
〜16：45 におけるクリニカルリーズニング （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７月８日

京都府理学療法士会ニュース

異動申請等

№265

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
このたび厚生労働大臣表彰を受賞されました今井監事と並河会長、本当におめでとうございます。お
二人ともに私は個人的にとってもお世話になっております。偉大な先人の方々の良いところはいっぱ
い見習いたいと思います。そしてまだまだ非力な私ではありますが、これからの士会を背負っていっ
て下さる若い世代に受け継ぐ橋渡しをしなければと痛感いたしております。（東 佐登美）
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