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「京都府リハビリテーション就業フェア2015」
京都府にリハビリテーション専門職を定着させる目的で、京都府理学療法士会と京都府作業療法士会が実行
委員会を立ち上げ、京都府からの補助を受けて毎年開催している「京都府リハビリテーション就業フェア
2015」が、今年も8月9日（日）京都産業会館（3階）にて開催されました。
京都府リハビリテーション支援センター長の武澤信夫氏の挨拶で幕を開けた今年の就業フェアは天候にも恵
まれ、参加者160名（学生144名・既卒者16名）出展事業法人64法人、協力団体（情報ブース：京都府リハビリ
テーション支援センター、京都府福祉人材・研修センター）で、活気のある就業相談会になりました。京都新
聞の取材も入り、リハ専門職の活動として記事が掲載され、一般の方たちへのリハビリテーション専門職の啓
発活動としても意義あるものとなりました。
また、日本理学療法士協会の小川克巳副会長が事業視察に来られ、開会式でご挨拶もいただきました。
本年度の新たな取り組みとしては、日本理学療法士協会の求人広告欄に開催案内を掲載し、既卒者への周知
を図りました。
本年度の求人数は理学療法士163名 作業療法士162名 言語聴覚士55名でした。
（文責 依岡）

日本理学療法士協会副会長小川克巳氏のあいさつ

たくさんの来場者でにぎわいました
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会 長 行 動 記
６月３日 第２回理事会

11 日 京都 CBR 研修会
（京都府立医大図書館ホール）

６日	日本理学療法士協会
祝賀会（ホテル

設立50周年記念式典・

15日 臨時理事会（士会事務所）

オークラ（依岡・市橋・布

18日 第1回在宅医療実地研修会（医師会館）

川理事、今井監事出席））

30日 京都府医療トレーニングセンター運営委員会

７日	京都府柔道整復師会定時総会・懇親会（京都
ホテルオークラ）

第１回在宅小委員会（医師会館）
８月１日	近畿ブロック会議（新大丸ビル（依岡。麻田

16 日	日本理学療法士協会代議員総会（依岡・布川・

理事））

苅谷・伊藤・関出席）（ベルサール半蔵門）

２日 保険部

17日 第50回京都病院学会（池坊学園）
22日	就業フェア実行委員会（京都市地域リハビリ
テーション推進センター）

ス運営会議
会館）

等支援機構総会（京都テルサ）

６日	京都訪問リハビリテーション実務者研修会打

24日	学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会

ち合わせ会議（カフェ鴨川）

（京都医健）

９日	京都府リハビリテーション就業フェア2015

25日	地域医療介護総合確保基金（平成26年度分）

（京都産業会館）

ヒアリング（京都府立リハビリテーション支

22日	新しい介護予防セミナー（大阪府主催）（国

援センター（依岡事務局長同席））

民会館大ホール）

７月４日	京都保険医協会と三団体での介護報酬改定と

23日	在宅小委員会

リハビリ施設基準対策の（池坊学園）

研修会打ち合わせ（渡邉西加

茂診療所）

５日	やましろ認知症地域ケア連絡協議会創立3周

24日	人にやさしい介護機器支援開発プロジェクト会

年記念講演会（医師会館）

議についての打ち合わせ（京都府庁 会議室）

地域包括ケアシステム委員会（士会

25日	第４回

事務所）
8日

第28回脳卒中連携パ

	第32回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医師

23日	平成27年度京都介護福祉サービス第3者評価

７日	第３回

研修会（京都医健）

３日	地域連携パス運営会議

地域包括ケアシステム委員会（士会

事務所）

三役会（士会事務所）

5月 7日 医
 師会在宅医療委員会懇親会

平成27年度 第2回理事会議事録

センチュ

リーホテル

日 時：平成27年6月3日（水）19：00～22：00

5月13日 臨時理事会 士会事務所

場 所：士会事務所

5月14日 第9回在宅医療小委員会 京都府医師会館

出席者：並河・依岡・市橋・布川・苅谷・麻田・池添・

5月18日 地域連携パス運営会議 京都府医師会館

石 井・黒 木・島・関・中 本・今 井・草 下･

5月19日 第
 １回地域包括ケアシステム委員会

（書記：南角）

士会

事務所
 事運営委員会 田町カンファレンスルーム
5月24日 議

Ⅰ．報告事項

２．各部より

１．会長報告

・総務部

4月28日 地
 域医療介護総合確保基金（医療分）ヒア
リング
4月30日 平
 成27年度就業フェア実行委員会

公
 文書発行：No.18 北部リハビリテーション専門職
技術向上研修会見積書

リハセ

ンター

教育部研修会）N o.20
N o.21
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講師依頼（新人、

講師派遣依頼（同左）

京都学会後援依頼（京都市）

N o.22京都
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学会後援依頼（京都府）No.23
都学会）N o.24

講師派遣依頼（京

講師依頼（京都学会）N o.25

師派遣依頼（京都学会）No.26

支援事業」については、総務部で事業計画案を

講

講師依頼（京都学
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たてて次回の理事会に提案することとなった。
３．業務推進部

会）

 管理職セミナーの講師料については、講師候補

・新人発表部

のNPO法人の規定に従うこととなった。

 平成26年度の新人発表部研修会（H26年11月16

４．理学療法の日 介護予防キャンペーンについて

日開催）の単位登録ができていなかった件で、HP

「
 理学療法の日 介護予防キャンペーン」として、

掲載と会員への発送時にお願い文書を同送した結

「PTが教える○○体操」のようなリーフまたは協

果、5月25日現在11名の方より連絡があり、協会に

会の介護予防リーフレットを配布することとなった。

登録の申請をした。

５．公開講座について

・新人教育部

講
 師は京都大学の森谷敏夫先生を予定しているが、

 新人必須研修会（5月31日開催）に245名の参加
があった。来年度は会場の変更を検討する。

テーマについては再検討することとなった。
６．「RUN伴」協力について

・社会局

今
 年度の「RUN伴」（10/3～4）協力について、社

社会局合同会議（5月8日開催）報告

会局の活動として参加することが承認された。

３．その他

７．第 26回京都府理学療法士学会について：予算案

・平成27年度第1回近畿ブロック士会長・事務局長
会議報告（平成27年5月30日開催）

について審議の結果、承認された。
８．協会設立50周年記念サイト原稿について

第
 54回近畿理学療法学術大会の監査報告や近畿

士
 会紹介は依岡事務局長、学会の思い出レポート

学術大会における新人教育プログラムの認定の

は黒木理事（第33回全国学会準備委員長）が担当

検討が行われたことが依岡事務局長より報告が

することとなった。

された。

９．京都府立医科大学リハビリテーション医学教室

・リハビリテーション就業フェア2015年について

との懇談会：6月9日に予定している。

平成27年8月9日に開催される。
Ⅱ．討議事項
１．部員の承認
総
 務部の新入部員として島村奈那氏（京都大学医
学部附属病院）、保険部の新入部員として辰巳泰
浩氏（宇治徳洲会病院）が承認された。
２．医療介護総合確保基金について
・「 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」、
「休会者、退職者の理学療法士に対しての復職
支援事業」、「訪問リハビリテーションを推進
するための人材育成事業」の3つの事業を予定し
ている。
・「 休会者、退職者の理学療法士に対しての復職
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平成27年11月8日に京都市勧業館「みやこめっせ」
にて京都府医療推進協議会イベント「京都・健康と
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で士会をＰＲします！

トに参加しており、理学療法の啓発活動を目的に転
倒予防教室や相談コーナーを開いています。

福祉のひろば」が開催されます。

昨年は開催されずに残念であったアンパンマン

毎年開催されている府民参加型のイベントで、医

ショーも、今年は開催されます。当日はお子さん連

療・介護・福祉に関連する団体や患者団体等がそれ

れの方々などもたくさん来場されて、賑わいをみせ

ぞれの特色を活かした相談コーナーやパネル展示、

ると思います。

検査コーナーやステージイベントなどを展開します。

お近くにこられましたら、是非お立ち寄りくださ

毎年、理学療法士会もブース出展やステージイベン

い。

◀各部からのお知らせ▶

★楽天クレジットへの申し込みはお済みですか？★

●財務部からのお知らせ●

方が多数おられます。

★Ｈ２７年度の会費納入はお済みですか？★

を及ぼしますので、楽天クレジットにまだお申し込

まだ楽天クレジットへの申し込みをされていない
未納者が多数になりますと士会事業に多大な影響

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

み頂いていない方は、早急に申し込みをお願いいた
します。

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下さい。

日本理学療法士協会ホームページ上の「マイペー
ジ」からお手続きをお願いします。
申込方法がご不明な場合は直接協会事務局

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

（TEL：03-6804-1421）までお問い合わせ下さい。
★ニコス自動振替という方法もございます★
昨年度よりニコス自動振替による会費の納入が出

・銀行振込

来るようになっています。

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

御希望の方は士会事務局までメール（kpta.jimu@

普通預金 ００５３７３１

gmail.com） もしくはお電話（075-741-6017）でお申

一般社団法人 京都府理学療法士会

し込み下さい。
メールでの申し込み：「ニコス自動振替希望」と

・郵 便振替（振替用紙は郵便局にある青色の印字

タイトルに入れて、お名前・会員番号・住所を送信

の用紙をお使い下さい。）

して下さい。後日、書類を発送させていただきます。

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

※ニコス自動振替は楽天クレジットと違い、自動振

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

替は引落し期日に銀行口座に会費金額以上の残高

通信欄に短文が書けます。

がないと引落不可となります。口座の残高には特
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いただいている期間中はずっと有効になります。ま

※確 実な会費の納入を勧めるために協会・士会では

た、毎年、会費の納入の確認ができましたら、当該

楽天クレジットを推奨しております。

年度の会費納入証明証（年度の印刷されているス

会員の皆様の御協力を宜しくお願い致します。

テッカー→今年は水色。）が事務局より送られてく
るので、黄色のステッカーの上の方にこのステッ

★会費納入証明証・クレジット証明証・自動振替証

カーもお貼りください。こちらは毎年新しいものが

明証について★

送られてくるので、貼り替えをお願いします。黄色

日本理学療法士協会の会員証にお貼りいただく上

のステッカーの方は貼ったままにしておいて下さい。

記の3種類の証明証を発行しておりますが、お貼りい
ただけていますか。研修会のときに、お貼りいただ

【問い合わせ先】

けていない方が多数見受けられますので、必ずお貼

・各種証明証について 事務局

り頂きます様お願い致します。なお、紛失された方

E-mail: kpta.jimu@gmail.com

は事務局までお知らせ下さい。

TEL：075-741-6017 FAX：075-741-6018
・会費について

☆会費納入証明証（H27は水色のステッカー）→毎

財
 務部

苅谷

康之（西陣病院

リハビリテー

年色が変わります。

ション科）

現金振込、施設払いにてお支払いをされた方には、

〒602-8319 京都市上京区七本松五辻上ル

会費納入証明証（水色のステッカー）をお送りして

TEL：075-461-8800（内線159）FAX：075-461-5514

います。この証明証は、当該年度のみ有効となりま
す。次年度に新しいものが送られてきたら貼り替え
て下さい。
会費の納入を済ませたのに、まだ送られてきてい
ない方は、至急事務局までお知らせ下さい。

●新人教育部からのお知らせ●
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）

☆クレジット証明証（赤いステッカー）
楽天クレジットによるお支払いをされている方に
はクレジット証明証（赤いステッカー）をお送りし
ています。この証明証は、楽天クレジットをしてい
ただいている期間中はずっと有効となります。クレ
ジット払いをしているのに、送られてきていない方
は事務局まで至急お知らせ下さい。

会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料（100名限定）
単 位：新人教育プログラム B-1
テーマ：「あっ、大変！人が倒れた！」－新ガイド
ラインの改正点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

究科 人間健康科学系専攻）
内
 藤

☆自動振替証明証（黄色のステッカー）
現在ニコス自動振替によるお支払いをされている
方には、2種類のステッカーをお貼りいただく必要が

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）
申込み：事前申し込みが必要です。下記U R Lから参

ございます。ニコス自動振替の手続きが完了した時
点で、自動振替証明証（黄色のステッカー）をお送
りしています。この証明証はニコス自動振替をして
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加申し込みを行ってください（応募者多数
の場合抽選になる場合があります）。
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申込期間：1 0月7日（水）9時から11月27日（金）17
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新人教育プログラム単位認定について
－単位未登録研修について－

時まで
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

学術局担当 麻田博之

府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

NOWの前号でもお知らせいたしましたが、登録を

第6回新人教育部研修会

申請していただいた方がまだまだ少ないので、再度

日 時：平成27年12月20日（日）15：15～16：45

掲載させていただきます。

（受付開始：14：45）

下記要綱で開催されました研修会の単位登録が当

会 場：京都大学医学部人間健康科学科

会の不手際により登録できておりません。会員の皆

参加費：無料

様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

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

下記の研修会に参加された会員におかれましては、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・

講 師：田平 一行 先生（畿央大学）
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
の場合抽選になる場合があります）。

フリガナ・勤務先・生年月日（西暦）・連絡先電話
番号を京都府士会事務局までメールにて至急ご連絡
ください。公務お忙しいところお手数をお掛けいた
しますがよろしくお願い致します。

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

記

申込期間：1 0月7日（水）9時から11月27日（金）17
時まで

平成26年度第2回新人発表部研修会

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
府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

日 程：平成26年11月16日（日）10：00〜11：30
講 師：佐藤雅昭先生（京都大学医学部呼吸器外科）
テーマ：研 究方法論（学会発表、症例発表、論文作

＊新 人教育部研修会は全て（必須初期研修は除く）
事前申込制となります。事前の申し込みをされず
に当日来場されても研修会には参加していただけ

成の方法論）
認定単位：新人教育プログラム D−３
単位未登録申請先 kpta.jimu@gmail.com

ませんので、ご注意ください。
＊申し込み後にキャンセルされる場合は、必ず申し
込みサイトからキャンセルの手続きをしてくださ
い。
＊新人教育部の研修会では、講義開始後20分以降の
入室および講義終了前20分以前の退室は、単位認
定ができませんのでご注意ください。

●生涯学習部からのお知らせ●
第1回生涯学習部技術講習会
日 時：平成28年2月7日（日）
10：00～16：00（受付開始：9：30）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
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）
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内 容：日常の臨床業務において、基本動作の介助
は必須である。しかし、介助方法は数多く
あり、どの程度有効であるかの判定は難し
い。そこで本講習会は、基本動作の介助方
法を力学的観点に基づいて実技を交えて行
い、理論的に講義する。
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●北部研修部からのお知らせ●
第２回北部研修部研修会
日 時：平成27年11月8日（日）10：00～11：30
受付9：30
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

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・運動器・神経系）10ポイント

講 師：大江 寿 先生（京丹後市立弥栄病院）
内 容：皮膚表面から骨までの距離は近くても7㎜程
度あるといわれ、骨体を動かす場合正確な

参加費：4,000円

触診が重要となります。骨では指標となる

定員申込み制 40名

部位をどの手順で触るかを確認し、関節で

※申し込み方法：

は潤滑機構を利用したモビライゼーション

技術講習会は京都府理学療法士会会員限定の事前申
込制となります。申し込みはメールでの申し込みに
限らせて頂きます。以下の必要事項を記入の上、申
込専用アドレスまでメールを送信してください。尚、

を紹介したいと思います。
単 位：新人教育プログラム単位C-2
参加費：京都士会員無料 他士会会員1,000円･
会員外5,000円

申込者多数の場合、抽選にて受講者を決定させて頂
きます。受講可否につきましては、後日、メールに
てご連絡させて頂きます。

第３回北部研修部研修会
日 時：平成27年11月8日（日）13：00～16：00

（記入必要事項）

受付12：30

１．氏名（フリガナ）
２．所属（勤務先名称・勤務先住所・勤務先電話番号）
３．日本理学療法士協会会員番号
４．経験年数（平成27年4月1日において何年目か？）
５．受講希望理由

場 所：舞鶴赤十字病院
テーマ：脳血管障害患者の急性期理学療法
講 師：今井 保 先生（市立池田病院）
内 容：脳 卒中のリハビリテーションにおいて、急
性期での関わりは脳の可塑性への影響など、

申込専用アドレス：kyotopt.syogai@gmail.com（申込

ガイドラインの中でも重要なものとして位

専用）

置づけられています。今回は、この分野で

申込締切：平成27年12月28日

著書も書いておられる今井先生をお招きし、
疾患パターンとその関わりなどについて、

※注 意事項：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。会費を
納入されていない場合、入会とは認められません
ので、ご注意ください。

ご教授いただく予定です。
単 位：新人教育プログラム単位C-1
認定・専門ポイント 10ポイント
参加費：京都士会員無料 他士会会員1,000円･
会員外5,000円

（問い合わせ先）
生涯学習部技術講習会担当
洛和デイセンターイリオス 尾形恵
Mail : kei_ogata1120@yahoo.co.jp（問い合わせ専用）
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会員各位
一般社団法人 京都府理学療法士会

テーマ

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３報）
：

みちしるべ

～それぞれの理学療法士が目指していくもの～

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：無料
取得単位について
専門・認定ポイント：学会参加ポイント
新人教育プログラム：Ｃ－１（特別講演 道免 和久先生）
☆演題募集中です。
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。
☆ホームページも更新致しました。
是非ご覧下さい。
【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。
※応募方法の詳細は、ＮＯＷ７月号（No.265）およびホームページ（第26回京都府理学療法士学会）をご覧く
ださい。
☆ランチタイムに、小児ネットワークミーティング、在宅ケアネットワークミーティングを開催し、情報交換
の場にしたいと思いますので、ぜひお寄り下さい。
【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

−9−

平成27年10月７日

京都府理学療法士会

京都府理学療法士会ニュース

平成27年度

№266

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
日 時：平成27年11月28日（土）～11月29日（日）･
11月28日 13：00～18：40（受付 12：30～）･
18：50～19：50 懇親会（無料）･
11月29日
9：00～17：10（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）および姿勢や動作の評価・治療方法について、講義と実技を行います。
具体的には、以下の項目が含まれます。･
・触診（肩・股・膝・足関節）･
・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際･
・関節可動域制限の評価とストレッチングの実際
＊受講により、新人教育プログラムB-2 1単位が認定されます。
＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。
講 師：市橋則明先生、建内宏重先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）、京都大学大学院生
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
受講費：5,000円
定 員：40名
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。
1．氏名（フリガナ）
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。）
4．日本理学療法士協会 入会年度
申込先：kyoto.shinjin＠gmail.com（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 小山優美子）
＊メールの件名は、「第2回新人技術講習会 申込み」としてください。
応募締め切り：平成27年10月31日（土）必着
＊ 応募者多数の場合、抽選になる場合があります。ご了承ください。
＊ 11月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。
注意事項：
＊同一施設から複数人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ドレ
スにてお申し込みください。
＊京都府士会に入会されていないと講習会に参加していただくことができません。入金をされていない場合、
入会とは認められませんので、ご注意ください。
＊ご使用の端末の迷惑メール対策により、双方の連絡が行き届かない例が頻発しております。設定を解除し
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。
＊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週間を過ぎても返信
がない場合は、大変お手数ですが下記に電話にてお問い合わせください。
問い合わせ先：
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
（TEL: 075-751-3935、e-mail: kyoto.shinjin＠gmail.com）
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平成27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、第2回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、手良向先生を
お迎えし、医療統計の基礎についてご講演いただきます。また、新人症例発表会として、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。新人理学療法士の方々は、この発表会をさらなる成長につなが
る機会としてください。また、諸先輩方におかれましては、当日はぜひ会場にお越しいただき、熱いご指導・
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。多数の皆様のご参加を、スタッフ一同お待ちしています。
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
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：無料
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

■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 kpta.sinjin.h@gmail.com
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講演４ 「通所リハと介護老人保健施設における対応」
医
 療法人社団

Ⅰ．ホームページ更新のご案内
平成27年８月２日（日）に開催を致しました、研
修会のスライド原稿を各講師の先生方のご厚意によ

講演５ 「
 介護老人福祉施設における介護報酬改定
の影響について」
訪
 問看護ステーション「いすず」

きなかった会員の皆様、また当日ご参加頂きました
ければと思います。この内容が、日常業務のご参考

介護老人保健施設

「春風」 山本 政樹氏

りホームページに掲載致しました。当日、ご参加で
が、再度確認をしたい会員の皆様に是非とも閲覧頂

千春会

神内 昭次氏
講演６ 「介護予防施設における対応」
介
 護予防デイサービスセンター「リエゾン

になれば保険部員一同嬉しく思います。

宇治」 梅垣 裕樹氏
『意見（情報）交換会』

Ⅱ．研修会開催報告

座長 中本 隆幸氏・田後 裕之氏

平成27年度 社会局 保険部 研修会 開催報告
平成27年８月２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27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59名、保険部スタッフ14名、外部講師３名の
合計76名となり、多くの方にご参加頂く事が出来ま
した。

今回のテーマは、「平成27年介護報酬改定におけ
る各施設の具体的対応」ということで、はじめに、
講演１の「平成27年度介護報酬改定の基本的な考え
方～地域包括ケアシステム構築の中で～」のタイト
ルの下、京都地域医療学際研究所がくさい病院の吉
田史佐男先生に京都府理学療法士会の地域包括ケア
推進委員会の立場から、介護保険制度を取り巻く状

プログラムは下記の通りで実施致しました。
【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

況や今後更に議論すべき課題についてご講演頂きま
した。今後、地域包括ケアシステムの構築におい
て、我々理学療法士に期待される役割は大きく、今

【内 容】

回の介護報酬改定も2025年を見据えた改定になって

『平成2７年度介護報酬改定』
座長 中本 隆幸氏
講演１ 平
 成2７年度介護報酬改定の基本的な考え方
～地域包括ケアシステムの中で～

『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 裕之氏

勝田 光一氏
講演３ 「訪問リハと通所リハにおける対応」
中島整形外科 橋本 裕一氏

講演２～６では、介護報酬改定における各施設
「通所リハと介護老人保健施設」、「介護老人福祉

吉田 史佐男氏

訪
 問看護ステーション「きづ川はろー」

に当たることが重要と感じました。
（サービス）の対応について、「訪問看護Ⅰ５」、

京
 都地域医療学際研究所がくさい病院

講演２ 「訪問看護Ⅰ５における対応」

いることを改めて感じ、それらを踏まえ日々の業務

施設」、「介護予防施設」それぞれの立場から、ご
講演頂きました。今回の改定では、特別養護老人
ホームや通所リハ系のサービスが減額となり、その
中でもとくに介護予防の減額幅は大きく、大変厳し
いものとなりました。そのような中で、改定におけ
る影響や各施設での具体的な対応について、現場で
苦労しておられる講師の先生方の貴重な情報を提供
して頂けたのではないかと思います。私も、「訪問
リハと通所リハ施設」の立場から、私見を述べさせ
て頂きました。新設された加算につきましては算定
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要件がかなり厳しいですが、個人的には、リハビリ
テーションの本来あるべき姿を追求したものになっ
ているとも感じており、可能な範囲で取得していき
たいと考えております。当施設でもまだ加算算定者
が少なく、「対応」という面では十分なお話ができ
なかったかもしれませんが、少しでも参考にして頂
けたら幸いです。
「意見（情報）交換会」では、今回、とくに改定の
大きかった通所リハや訪問リハについて、リハビリ
テーションマネジメントやリハビリテーション会議な
ど、現場での具体的な対応についてのご質問が多く
ありました。その場で、明確な回答が出せるものばか
りではありませんでしたが、士会員同士の情報共有、
情報交換の場になったのではないかと思います。
最後になりますが、ご多忙の中、講師をお引き受
け頂きました、吉田史佐男先生、山本政樹先生、神

№266

●業務推進部からのお知らせ●
平成27年度第2回

小児ネットワークミーティング

のお知らせ
本年度第1回の小児ネットワークミーティングはボ
トックスについての勉強会を行いました。ボトック
ス注射からI T Bによる痙性のコントロール迄新たな
治療法を学ぶことができました。多くの方の参加を
頂き、好評をいただいた小児ネットワークミーティ
ング次回は、北部で行ないます。
第２回 小児ネットワークミーティング
日 時：12月6日（日）14時〜
場 所：綾部市立病院 JR「綾部駅」から徒歩10分
参加費：無料
内 容：前 半は前回勉強会で取り上げたボトックス
を含め、実際に小児理学療法に関わってい

内昭次先生に感謝申し上げますとともに、素晴らし

る方々からの話題提供を３題予定していま

い会場を快くお貸し頂きました、京都医健専門学校

す。この内容を受けて、後 半は参 加 者で

様にお礼を申し上げます。

ディスカッションを行ないます。

社会局保険部部員 橋本裕一

小児理学療法に実際に携わっている方、興味をお
持ちの方など、お気軽にご参加下さい。北部地域に
おいての情報交換や、実際に担当されているケース
の悩み、在宅でお過ごしの方々に対する関わり方な
ど、お話し頂けたらと思います。また、ディスカッ
ションの内容に対してご要望があればメールにてお
知らせ下さい。
お申し込み、お問い合わせ：業務推進部メール
gyoumusuisinbu@gmail.com まで。件名に小児ネッ
トワークミーティングとお書き頂き、お名前、所属、
連絡先（メールアドレス）をお知らせ下さい。
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理学療法士講習会
「下肢の運動学と理学療法Ｂ」

№266

病院紹介

日 時：平成28年1月30日（土）9：30（開始）～
1月31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。
＊本 講習会は「下肢の運動学と理学療法A」と同様
の内容です。
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12月10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

（１）日本赤十字社 舞鶴赤十字病院
病床数 一般：１９８床（うち回復期病床４８床、地域
包括ケア病床２６床）
リハ職員数 ３９名（PT：２３名、OT：１０名、ST：
３名、助手３名）
（２）市立舞鶴市民病院
病床数 医療療養型：１００床
リハ職員数 ４名（PT：２名、OT２名）
施設環境および特色
舞鶴赤十字病院は、昭和２８年に地域住民の診療と
京都府北部の災害援護の拠点として、旧海軍工廠の建
物を改修整備して発足しました。平成１０年に本館の改
修が行われ、舞鶴西地区の拠点病院となりましたが、京
都府北部の医師不足に端を発した諸問題を解決するた
めに国による地域医療再生計画が策定され、舞鶴市では、
公的４病院がそれぞれ機能分担し、あたかも１つの病院
のように機能できるよう計画されました。当院は整形外
科、リハビリテーションに特化した病院として、また舞
鶴市民病院は療養型に特化した病院として当院の隣地
に移転し、平成２６年９月に完成した東館と連絡通路で
連結され、２階がリハビリテーションセンター、３階が
回復期リハビリテーション病棟として新たにオープンい
たしました。外観からも急性期～回復期～生活期、在宅
までシームレスに一体的にサービスを提供できる施設と
なりました。
併設する中丹東地域リハビリテーション支援センター
や、訪問看護ステーションからの訪問リハビリ、短時間
デイケアなど、地域の多様なニーズに答えられるように
市民病院のスタッフと共にがんばっています。

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

舞鶴赤十字病院と舞鶴市民病院のリハビリスタッフです

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
右から舞鶴赤十字病院、
東館、
舞鶴市民病院
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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
終了

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
終了

13：00
〜18：40

７月26日
終了

9：00
〜17：10

5月31日
終了

8月9日
終了

9月27日
終了

10月4日
終了

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
臨床実習指導において気 柴田拓哉先生
〜14：30 を付けたいポイント
（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
〜12：00

減量を目的とした運動生理 森谷敏夫先生
学
（京都大学）

C-3

内部
障害

13：30
〜16：30

エビデンスと臨床推論に基づい 保苅吉秀先生
た脳卒中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 －新ガイドラインの改正点と
心配蘇生法の練習－

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

未定

2月7日

10：00～ 動作支援に役立つバイオメ 櫻井愛子先生
16：00 カニクス
（国際医療福祉大学三田病院）

第26回京都府理学療法士
学会
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神経系

D-1

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
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「介助教室」スタッフ募集のお知らせ
毎年、公益事業部では介護・医療従事者を対象に介助教室を開催し、好評を頂いています。今年
も開催が決定し、会員の皆様にもスタッフとして一緒に活躍してくれる人を募集します♪♪
若いスタッフの場合は先輩ＰＴとペアを組みながら、一緒に勉強できるスタイルを取っています。
また事前勉強会を開催しますので、キャリアの浅いスタッフも安心して参加できます。

事前勉強会
平成27年11月18日（水）の夜（会場は未定）に予定しています。

介助教室
平成27年12月12日(土) 午前中
会 場： 京都医健専門学校
件名は「介助教室スタッフ応募」としてください。
事務局までメールにて氏名、所属、経験年数をご連絡ください。
アドレス kpta.jimu@gmail.com

編 集 後 記
「故（ふる）きを温めて新しきを知る、以て師と為（な）るべし」
これは、かの孔子の言葉で有名な『温故知新』の出所です。“古いことを調べ尋ねて、そこから新し
い発見を得られれば必ず他人に学ばせることができよう“ということだそうです。10 月 8 日は二十四
節気のひとつ「寒露」であります。過ごしやすくなる時期です。昔の常識は今の非常識と言われるこ
の業界ですが、古いことも大切に温め、新しい発見ができますよう会員の皆様のご活躍、期待したい
と思います。（東 佐登美）
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