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新しい年を迎えるにあたり
京都府理学療法士会会長

並河

茂

今年は診療報酬の改定の年ですが、今のところではマイナス改定しかない感じです。この 2 年先
には介護報酬との同時改定ですから今から心配なことです。
さて京都府理学療法士会では、新年度には大きく動かなくてはならない課題があります。最近国
の政策の動きがスピードアップされており、協会も我々もついていけなくなっている状況も一部あ
り、このことは国の方針よりずれが生じることになるので、国の動きをよく見て我々はついていか
なくてはならないという事態です。地域の大切さを考えつつ、人口減に対しての我々の仕事を考え
ていく事がこれから大切になります。日本理学療法士協会が最近盛んに提案している地方の時代と
いう事を我々も考えていかなくてはなりません。社会保障制度が変わろうとしています。国と地方
が共同して支える社会保障制度改革を提案してきています。社会保障における国・都道府県・市町
村の役割を見直し、国と地方公共団体の連携の大切さを認め、物事を進めようとしていることや、
国と地方公共団体がそれぞれ責任を果たしながら、対等な立場で協力し合う関係を築くことが重要
であるとしています。また医療・介護サービスの提供体制改革では都道府県と市町村が適切に役割
分担を行う方向を示し、分権的な仕組みを目指すべきとしています。市町村中心の地域包括ケアシ
ステムがよい例でしょう。現在行政はどんどん機能分化を進めています。日本理学療法士協会も地
域ケア会議を考えると 1700 人の人材育成が必要と考えています。京都府でも同様に人材の育成が迫
られているのです。士会の組織運営の強化が課題となります。
私は以前から士会が大きな力を持ち協会を支えることが大事であると考えてきました。そのため
には弱い士会、会員数の少ない士会は如何にするのかも大切な課題です。まずは京都府理学療法士
会が地に足をつけて地域包括ケアシステムを動かせられるような存在になることが今は大事なこと
です。次には協会も進めようとしている管理者になりえる人材の育成と、士会事業への管理者の参
画です。この点が京都府理学療法士会は出来ていないので大きな課題となります。今推進リーダー
研修を行っていますが、この方たちがいかに地域で活躍されるかで今後が決まっていく事になるで
しょう。京都府理学療法士会はまず財政基盤をしっかり持ち、出来れば事務局に士会員を雇って対
外的な機能を強化し、市町村や他団体との関係を密なものにしていく必要性があります。また近年
理学療法士の質の低下がよく言われており、この点を考えるとより有効な研修機能を持ち将来を見
据えた研修会を事項して、質の向上に努めるかが大事なこととなります。
以上を考えつつ、人材の発掘に努め士会として前進していかなければなりません。士会員の皆さ
んの協力のもとに理学療法士の発展のために前進していきたいと考えます。協力よろしくお願いし
ます。
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会 長 行 動 記
９月３日	京都府医療トレーニングセンター運営委員会

25日	市民公開講座「みんなで考えようおしっこの

第２回在宅小委員会（医師会館）

問題

４日	京都訪問リハビリテーション実務者研修会打

パート８」（メルパルク）

26日 打ち合わせ会議（依岡事務局長と）

ち合わせ会議（カフェ鴨川）

27日 荒井氏と介護報酬の情報交換会
29日 第１回京都神経難病リハビリテーション研究会

９日	学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会

（京都烏丸コンベンションホール）

京都医健（中止）

30日 小川克己氏と士会有志理事との話し合い

11日	臨時全国士会長会議（田町カンファレンス

（カフェ鴨川）

ルーム）

11月１日 京都市身体障害者連合会研修会（アークホテル）

12日 第２回在宅医療実地研修会（医師会館）

５日 京都府医療トレーニングセンター運営委員会

13日 管理職セミナー（京都医健）

第３回在宅小委員会（医師会館）

18日 打ち合わせ会議（依岡事務局長と）

８日 組織運営協議会（田町カンファレンスルーム）

26日 三役会と拡大理事会（士会事務所）

医療推進協議会イベント（欠席）

	厚生労働省大臣表彰を祝う会（高瀬川二条苑）
27日	滋賀県理学療法士会創立40周年記念式典・懇

９日 地域連携パス運営会議

親会）
（依岡・市橋副会長同席）
（琵琶湖ホテル）
28日	第４回介護機器・福祉体験展実行委員会（布

第29回脳卒中連携パス運営会議
	第33回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医師

川理事同席）（がくさい病院）

会館）

打ち合わせ会議（依岡事務局長と）

10日	災害対策打ち合わせ会議

30日	総合医療基金のヒアリング（依岡副会長同席）

加藤氏と（カフェ

鴨川）

（京都府庁健康福祉部会議室）

11日 JCORE

10月６日 地域包括ケアシステム委員会（士会事務所）

教育評価実地調査（姫路市）

13日 川端技術所

７日	保険医協会と３団体の懇談会（保険医協会事

川端司郎氏よりお礼の電話

14日 第３回在宅医療実地研修会（医師会館）

務所）

18日	京都訪問リハビリテーション実務者研修会打

15日	京都府医師会在宅小委員会ワーキンググルー

ち合わせ会議（カフェ鴨川）
20日 京都私立病院協会創立51周年記念式典・懇親会

プ会議（医師会館）

（京都ホテルオークラ）

16日	第４回就業フェア実行委員会（京都市リハビ

21日 近畿ブロック会議（神戸国際展示場）

リテーション推進室）
21日 京都市身体障害者連合会 医療部会（壬生会館）

近畿ブロック懇親会
25日 会計監査（監事・依岡・苅谷）（士会事務所）

２．近 畿ブロック会議報告：今年度（11 月 21・22 日）

平成27年度 第3回（拡大）理事会議事録

の近畿学会は初めての 2 日間開催となる。来年は和

日

時：2015 年 9 月 26 日（土）15：00 ～ 17：30

歌山で 2 日間の開催予定。それ以降の近畿学会に

場

所：士会事務所

ついては、開催方法や予算なども含めて検討される。

出席者：並河、市橋、依岡、布川、苅谷、麻田、石井、 ３．リハビリテーション就業フェア報告
池添、関、中本、島、今井、山口、東、建内、

・平成27年8月9日に開催（京都産業会館）

西村、久保、梅田、阪東、田後、藤原、大島

・参加者160名（卒業見込み者144名、有資格者16名）

（南角代理、書記）

４．政治連盟設立経過報告
・連盟会長は依岡先生として、政治連盟を立ち上

Ⅰ．報告事項

げる。他士会から情報収集し、設立趣意書や届

１．会長報告：近畿ブロック会議、介護予防セミナー、

出書を作成する。

人にやさしいプロジェクト会議、など

・できるだけ早く連盟を立ち上げる
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【会誌編集部】

・倫理研修会：士会からの要望が強く今年も開催
（内容：モラルハラスメントに関する研修、不

・各部研修会や学会からの特別寄稿を編集
【北部研修部】

祥事発生時への対応策等）

・研修会を年 3 回開催予定（1 回は終了）

・全国事務局長会議（9月19日開催）：今後の協会

【業務推進部】

運営の構想等について報告され、会員管理・会

・小児ネットワーク：ミーティングを 3 回予定（1

費徴収等について協議された。

回は終了）

６．京都府医師会在宅医療・包括ケアサポートセン

・管理職ネットワーク：セミナー（9 月 13 日）「医

ター「ブレ－ントラスト会議」

療職に必要な接遇、コミュニケーション能力」

・排泄支援Partには布川理事・食支援Partには黒

14 名参加

木理事を委員として推薦

・在宅ケアネットワーク：意見交換会を 1 月 17 日

・医師会も交えて在宅管理のサポートを行う

京都学会で開催予定

７．京都地域リハビリテーション研究会総会（11 月

【保険部】

15 日）の後援名義使用を許可。

・ア ンケート調査（診療報酬改定に関する内容）

８．京都訪問リハビリテーション実務者研修会実行

を予定

委員会：第 12 回研修会を 12 月 6 日に実施予定
９．各部からの中間事業報告

・研修会開催：8 月 2 日（参加者 76 名）
【公益事業部】

【総務部】

・来年度の理学療法の日：公開講座と川柳の予定

・会員名簿は 10 ～ 11 月に冊子で発行予定

・府民公開講座：平成 28 年 1 月 31 日開催予定（講

・会員異動状況について（H27.9.24 現在）

師：森谷先生）→広報の仕方を工夫して参加者

H27 年度退会者：休会経過 6 名、未納 10 名、任

増加を目指す

意4名

・京都・健康と福祉の広場（旧名称：医療推進フェ

新入会者：244 名（未納者 2 名）、休会者：98 名

ア）：11 月 8 日（日） みやこメッセにて

【財務部】

テ－マ：明日からできる子育て支援

・会員数（H27.9.15 現在）2296 名（うち休会 88 名）、

・介助教室：12 月 12 日（土）午前

未納 230 名、クレジット申込率 59.4％（未申込

京都医健に

て開催予定

みは新入会者に多い）

参加対象：京 都府下の介護に係る介護・医療従事

・未納者に対して会費納入の促しを実施

者 30 名程度

【広報部】

【学会部】

・NOW は予定通り発行できている

・京 都学会：平成 28 年 1 月 17 日、京都市呉竹文

・士会 HP のリニューアルを検討

化センター。特別講演：道免先生、一般演題 30

【新人教育部】

題予定

・新 人研修は参加者が多いので、来年度は会場を
変更する
【新人発表部】

Ⅱ．討議事項
１．総務部

・研修会 2 回、新人症例発表会を予定

・復 職支援事業：復職支援事業として、①復職希

【生涯学習部】

望者に対する研修事業：原則 5 日間（～最長 10

・第 1 回、第 2 回研修会が終了

日間）で希望者に京都府下の施設にて研修を行
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の 3 か月間とする。②士会求人情報の提供：士
会ＨＰのリニューアルとともに希望者に求人情
報を提供することが承認された。
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◀各部からのお知らせ▶
●財務部からのお知らせ●
★今年度会費未納の方へ（２７年１１月末時点で

２．広報部

１８５名）★

・ホ ームページのリニューアルについて：ホーム
ページのリニューアルにかかる費用について 3

今年度会費未納の方が現在１８５名おられます。

社の見積もりを検討した結果、サンアットマー

会費収入減により士会活動へも多大な影響が出ま

ク社に決定した。できるだけ HP 更新作業が簡

すので、今年度会費を支払っていない会員の方は早

単にできるようにリニューアルする。

急に 下記口座に会費を納入して下さい。
（会費支払いの有無を確認したい方は下記の連絡先

３．保険部
・H26 年度診療報酬改定・H27 年度介護報酬改定

（苅谷）までご連絡下さい。
）

に関するアンケートについて：NOW10 月号に同

１月末にて会費未納の方には、財務部員より各職

封し、京都府下施設に調査依頼することが承認

場に督促のお電話をさせて頂きますので、若干臨床

された。

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

４．リハビリテーション福祉用具・機器体験展実行

員の臨床時間も多く取られることとなります。

委員の推薦について

何卒、早急に納入して頂きます様、重ねてお願い

・1 回目は布川先生を実行委員として推薦すること

致します。

が承認された。
５．参議院選

小川協会副会長支援について
★継続会費

：１９，０００円

連盟と協力し、できる範囲で支援活動を行なっ

★新人会費（一般入会）

：２４，０００円

ていく。

（免許取得年度入会）

：１８，０００円

・連 盟を立ち上げ、会員に報告。士会としては、

Ⅲ．今後の予定
・銀行振込

・三 役会：平成 27 年 12 月 2 日（水）19：00 ～

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

士会事務所にて

普通預金 ００５３７３１

・第 ４回理事会：平成 27 年 12 月 9 日（水）19：
00 ～

一般社団法人 京都府理学療法士会

士会事務所にて

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）
口座番号：００９４０－６－２８８４０２
加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会
※通信欄に短文が書けます。
★楽天クレジット又はニコス自動振替への申し込み
はお済みですか？★
Ｈ２７年１１月の時点にて、楽天クレジット未申
込の方が約７８８名おられます。
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ニコス自動振替の申し込みをされておられる会員

早急に協会ホームページより申し込みをお願い致し

の方に H ２７年度より自動振替証明証を送付してお

ます。

ります。会員証に自動振替証明証を貼付して下さい。

（特に１～３年目の会員の方に未申込者の方が目立
ちます。Ｈ２７年度新入会者は申込率３４．
６％）

（自動振替証明証は１度しか発行されませんので送付
後すぐに貼付し、紛失しないようにお願い致します。
）

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。

自動振替での会費納入後に事務局より当該年度の
会費納入証が送られてきましたら、２枚の証明証を

申込方法がご不明な場合は直接協会事務局（TEL：
03-6804-1421）までお問い合わせ下さい。

貼付して下さい。
（納入当該年度の証明証は毎年貼り
替えて下さい。自動振替証明証のみでは会費の納入

また、昨年度よりニコス自動振替による会費の納

を証明する事になりません。
）

入が出来るようになっています。
御希望の方は士会事務局までメール（kpta.jimu@
gmail.com）もしくはお電話（075-741-6017）でお申

【問い合わせ先】
・各種証明証について

し込み下さい。

事務局

メールでの申し込み：
「ニコス自動振替希望」とタ

E-mail: kpta.jimu@gmail.com

イトルに入れて、お名前・会員番号・住所を送信し
て下さい。後日、書類を発送させていただきます。

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

※ニコス自動振替は楽天クレジットと違い、自動振

財
 務部 苅谷 康之（西陣病院 リハビリテーショ

替は引落し期日に銀行口座に会費金額以上の残高

ン科）

がないと引落不可となります。口座の残高には特

〒 602-8319 京都市上京区七本松五辻上ル

にご注意下さい。

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

※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。

●保険部からのお知らせ●

会員の皆様の御協力を宜しくお願い致します。
★会費納入証明証・クレジット証明証・自動振替証

１）ホームページへの掲載

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。
クレジット証明証をお持ちの方は今年度以降も同
様に研修会受付にてご提示ください。
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
納入後に事務局より２７年度の会費納入証明証が送
付されますので会員証に貼付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。
（Ｈ２６年
会費納入証明証は無効となっております。
）

下記の内容を公開いたしました。
●『平成 26 年度診療報酬改定の結果検証に係る特
別調査（平成 27 年度調査）の速報案について』
厚生労働省 平成 27 年 11 月 18 日付
●『 中央社会保険医療協議会

総会（第 309 回）

会議次第』「入院医療（その５）
」
厚生労働省 平成 27 年 10 月 28 日付
●『 中央社会保険医療協議会

総会（第 316 回）

会議次第』
「その５；リハビリテーション」
厚生労働省 平成 27 年 12 月 2 日付
●『平成 28 年度診療報酬改定に関する１号側（支
払側）の基本的考え方』
中央社会保険医療協議会 平成 27 年 12 月 2 日付
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安を感じずに子育てに専念できること、また高齢者

側）委員の意見』

世代の方々が元気な体を維持することができれば、

中央社会保険医療協議会 平成 27 年 12 月 2 日付

いっしょに子育て世代をサポートすることも可能と

平成 28 年診療報酬改定に関する会議（中央社会

なり得ることを盛り込んで転倒予防教室を実施しま

保険医療協議会）が行われております。

した。

情報の更新を随時行っていきます。

相談コーナーでは、65 歳以上の方々からの相談が
全体の 2 割程度にとどまり、20 ～ 30 代の方々からの

２）アンケート調査

相談が約半数にのぼりました。
『子育て支援』が今年

平成 26 年度診療報酬改定・平成 27 年度介護報酬

のテーマであったため例年に比べて相談に来られる

改定に関するアンケート調査にご協力を頂き誠にあ

方々の年齢層が若い傾向にありました。若い世代の

りがとうございました。

方々の相談は肩こりや腰痛に関することが多く、中

保険部では、現在集計作業を進めております。

にはお子さんをおんぶすることが原因と思われる痛

幅広い情報提供に繋げて行くとともに、京都府下

みの相談もあり、世代の違いによるそれぞれの日常

における各施設間での情報共有、今後の研修会に向

生活上の悩みなどを垣間見ることができました。

けて参考にさせて頂きます。
３）公益事業部の担当イベントに協力参加
11 月８日（日）の『
「京都・健康と福祉のひろば」
明日からできる子育て支援』に保険部から２名参加
してきました。
担当：相談業務

●公益事業部からのお知らせ●
平成 27 年 11 月 8 日（日）に京都市勧業会館みや
こめっせで、京都府医療推進協議会イベント「京都・
健康と福祉のひろば ～明日からできる子育て支援
～」が開催されました。
このイベントは、医療・介護・福祉に関連する団
体や患者団体等、32 団体で構成する協議会が府民参
加型イベントとして毎年開催しています。当士会も
ステージイベントや出展ブースでの「転倒予防教室」
、
「相談コーナー」を開設しました。
イベント当日はあいにくの天気ではありましたが、
子育て支援がテーマとあって、大勢の子供連れの方々
で会場は賑わっていました。
介護予防の取り組みにより、子育て世代が介護不
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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４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～
【演題採択結果のお知らせ】
本学会の採択演題数は、３２演題です。会員の皆様、多数の演題応募ありがとうございました。
【開催概要】
＜講演企画＞
○特別講演「脳卒中リハビリテーションにおけるパラダイムシフト」
兵庫医科大学リハビリテーション医学教室 主任教授

道免和久先生

○教育講演Ⅰ「身体所見・バイタルサインからみた呼吸・循環器疾患の病態把握」
大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科 講師

堀 竜次先生

○教育講演Ⅱ「膝関節スポーツ傷害術後の理学療法 - 運動療法の工夫と研究 - 」
大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部

木村佳記先生

＜日 時＞平成 28 年 1 月 17 日（日）
10：00 ～ 16：40（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
（お詫び）学会抄録誌へも記載を致しましたが、お昼休憩時の『小児ネットワークミーティング』および『在宅
ケアネットワークミーティング』は、時間の都合により開催できなくなりました。お詫び申し上げます。
概要詳細は、
「学会抄録誌」もしくは「学会ホームページ」でご確認下さい。
学会部部員一同、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【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）
e-mail： kodama-t@tachibana-u.ac.jp
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地域包括ケアシステム委員会からのお知らせ

（注意：既に広報している内容と同じですが、再度お知らせいたします。
）
本年度も地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダーの導入研修並びに士会指定事業を下記のとお
り開催いたします。
（注意）募集終了のお知らせ
今年度における、地域包括ケア推進リーダー導入研修・士会指定事業 1 の募集は締め切らせて頂きました。
１）介護予防推進リーダー導入研修
日 時：平成 28 年 2 月 14 日（日）10：00 ～ 17：00（受付開始 9：30）
場 所：京都テルサ 第 9 会議室
参加費：無料

締め切り：定員になり次第又は平成 28 年 1 月 29 日（金）

２）士会指定事業2
平成 28 年 3 月 26 日（土）13：00 ～ 17：30
事業名：第１回きょうと地域リハビリテーションフォーラム
平成 27 年度 全国地域リハビリ支援事業協議会 近畿ブロック研修会（併催）
講 師：兵庫県立総合リハビリセンター 名誉院長 澤村 誠志 先生
尾道市公立みつぎ総合病院

名誉院長 林

拓男 先生

他

会 場：京都府立医科大学附属図書館ホール
参加費：無料

締め切り：定員になり次第又は平成 28 年 3 月 14 日（月）

＊注意＊ 士
 会指定事業として認証するためには、当日参加では認証できず、別に示すメールアドレスへの事
前申し込みが必要となります。研修案内チラシによる参加申し込みだけでは、士会指定事業の申し
込みにならないため、注意して下さい。
（注意事項）
推進リーダー導入研修は定員 30 名（先着順）です。
推進リーダーの認証を取得するには、必ず推進リーダー導入研修と士会指定事業の参加が必要です。
指定事業については推進リーダー導入研修受講者以外の参加も可能です。
（要申込み）
特に推進リーダー導入研修を受講し、推進リーダーの認証しようとお考えの方は以下の点に注意して下さい。
①認証された各リーダーは士会の地域包括ケア委員会の委員、又はその協力者として活動の要請があった場
合、積極的に参加して頂く事を前提とします。
②推進リーダー導入研修は日本理学療法士協会にて作成された内容にて実施します。
③今年度からは日本理学療法士協会から指示があり、新人教育プログラム履修修了者が対象となりました。
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④推進リーダー導入研修は推進リーダー導入研修前に e- ラーニング受講修了した者、又は e- ラーニング受講
免除を日本理学療法士協会からうけた会員（ケアマネジャーの資格をお持ちの会員、地域理学療法もしく
は介護予防の認定理学療法士の資格をお持ちの会員等）が対象者であること。
＊受講の方は必ず事前に、日本理学療法士協会のホームページで両推進リーダ―について内容を確認・理
解して申し込んで下さい。

e- ラーニング受講には 2 週間以上かかる場合があり、その期間を考慮し、推進リーダー導入研修会参加に必
要な手続きを終了しておいてください。推進リーダーの認証を希望される方は必ず、e- ラーニング受講又は免
除要件を取得して下さい。また、更に HP 上で詳細な内容のお知らせを追加する場合がございます。各自、適
時にＨＰのご確認をお願い致します。
申し込み方法
各推進リーダー導入研修及び士会指定事業の参加申し込みは、京都府理学療法士会までメールにて、件名に
「地域包括ケア研修会申し込み」と記載の上、以下の内容を記載の上、申し込んで下さい。
尚、各申し込み締め切り期限が異なりますので、複数の研修を受講される方は、注意して早期の申し込みを
同時にお願いいたします。
①氏名
②所属
③会員番号
④連絡先電話番号
⑤経験年数
⑥参加する研修会名：参加する研修名を全て記載して下さい。
（記載例：介護予防推進リーダー導入研修・士会指定事業２）
＊申し込み確認のため、申し込み一週間以内に受付完了のご連絡をメールにて実施します。
申し込み先メールアドレス： kpta.houkatsukea@gmail.com
全ての研修の申し込み開始：11 月 1 日（日）
尚、メールでの参加申し込みが困難な士会員は下記の連絡先に電話し、確認を得た後にＦＡＸにて申し込ん
で下さい。
ＦＡＸ申し込み確認電話先； 075-741-6017
尚、ＦＡＸ番号は 075-741-6018 です。
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病院紹介
聖ヨゼフ医療福祉センター
当センターは、1963 年に、京都市で初めての肢体不自由児施設として開設されました。その後京都市からの
事業委託を受けて事業を広げ、
2008 年 1 月に「肢体不自由児・重症心身障害児施設 聖ヨゼフ医療福祉センター」
に名称変更しました。
現在は、医療型障害児入所施設「聖ヨゼフ整肢園」医療型障害児入所施設・療養介護事業所「麦の穂学園」
福祉型児童発達支援センター「ひばり学園」生活介護事業所「櫟（くぬぎ）
」特定相談支援事業「楓（かえで）
」
「京都市いきいき地域療育等支援事業」といった、障害をお持ちの方々に対する事業を行っています。
当センターのリハビリテーション科には、理学療法士 11 名、作業療法士 7 名、言語聴覚士 6 名（内 1 名非常
勤）が在籍しております。
リハビリテーションの対象とされる方々は、年齢でいえば、新生児期の方から、乳児期、幼児期、学童期を
経て、学校を卒業された方々まで、期限は基本的には有りません。疾患でいえば、多くは脳性マヒの方ですが、
疾患名に関わらず、運動に遅れや、歪み、偏りがあるお子さんはすべて対象とされています。また、最近は、
呼吸器等を使いながら在宅で過ごされる方もおられるので、重症の心身障害をお持ちの方から、走り回ること
のできる発達障害の方まで、実に多岐にわたる方々が、来院されています。
小児で、リハビリテーションを必要とされる方々は、理学療法だけで対応できる方は少なく、多くの方が、
作業療法や、言語聴覚療法も受ける必要があります。私たちは、院内でお互いに連携を取りながら患者さんに
対応しています。
また、子どもたちは、発達していく中で、保育園、幼稚園、学校といった場での学びも必要です。これらの
機関とも連携を取って協力して子どもたちの発達を考えていきたいと思っております。
現在の理学療法士会の中では、小児分野に携わる人数は、ほんの一握りでありますが、昔から変わらずにこ
の白梅町の地でリハビリテーションを行っている私たちをどうぞ宜しくお願いします。
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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
終了
11月1日
終了

11月8日
終了

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

テーマ

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

市橋則明先生、
建内宏重先生
第２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

大江寿先生
（京丹後市立弥栄病院）

C-2

11月28日
終了

13：00
〜18：40

11月29日
終了

9：00
〜17：10

12月20日
終了

西山知佳先生
「あっ大変！人が倒れた！」
13：00
（京都大学大学院医学研究科）
－新ガイドラインの改正点と
〜14：30
内藤知佐子先生
心配蘇生法の練習－
（京都大学医学部附属病院）

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）

E-2

1月17日

10：00
～16：40

C-1

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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D-1

京都大学医学部
人間健康科学科

生活
運動器神経系

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
神経系

生涯学習部

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28年１月８日

京都府理学療法士会ニュース

№267

平成27年度総会のお知らせ
下記の通り、平成 27 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 28 年 4 月 3 日（日）15：00 ～
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
初春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝にて新年を迎えられていることと思いま
す。今年はヘルマンホイヴェルス神父様の「最上のわざ」で始めたいと思います。こちらは、2012 年
の映画「ツナグ」でも紹介されました。“この世の最上のわざはなに？楽しい心で年をとり、働きた
いけれど休み、・・（略）・・人のために働くよりも謙虚に人の世話になり・・（略）・・手は何もでき
ない。けれども最後まで合掌できる・・”
私たちはまだまだ社会に貢献しなければなりません。
いつの時も合掌をし、
「おかげさまで」と思えるように今年も一年精進したいと思います。会員の皆様、
折々の府士会の活動にご理解、ご協力、どうか宜しくお願い致します。 （東 佐登美）
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