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長野 真先生 京都府保健医療功労賞受賞にあたって
平成３０年度京都府保健医療功労者等知事表彰等表彰者の表彰式が、平成３０年１１月１２日京都府公館レセプ
ションホールにおいて執り行われました。今年度は京都鞍馬口医療センターの長野

真先生が、地域保健医療部門

を受賞されました。長野先生は長年に渡り京都府理学療法士会役員として、理学療法の普及発展にご尽力頂き、京
都府における地域医療の発展に貢献されました。今回の受賞は、京都府理学療法士会においても大変名誉なことで
あり、会員にとって大きな励みになります。
会員を代表して、今までの功績に敬意を表するとともに、今後益々のご活躍をお祈りいたします。
長野先生おめでとうございます。
京都府理学療法士会会長

麻田

博之

左から長野先生、西脇知事、麻田会長

受賞者の方々

雑

感

この度、京都府理学療法士会の推薦により、平成30年という記念の年に京都府保健医療功労賞を受賞できま
した事、大変光栄に思っております。また、受賞にあたり御尽力頂いた会長、理事をはじめ士会関係者の皆様
に深く感謝しております。
人との関わりが好きで理学療法士となり30余年が経過しました。日々の仕事や日常での人との出会いを通し、
喜怒哀楽と向き合いながら私自身成長してきたように思います。
京都府理学療法士会に参りましたのは1998年（平成10年）、ちょうど20年前のまだまだ血気盛んな頃でした。
「何かしなければ！」と早々から勉強会を立ち上げ、焦っていた事を思い出します。2000年からは、士会での新
たな部会『事業推進部』の立ち上げに関わらせていただくことになりました。『事業推進部』の仕事は、一般市
民の皆様に協会活動を紹介（普及）することが求められたため、介助教室や出張車いす教室等、様々な事業を
企画運営してきました。その介助教室が今もなお続いていることは大変うれしく誇りに思っております。今、思
い返すと事業立ち上げ当初は色々なことで衝突したり、わがままを通したり、皆様に大変ご迷惑をおかけしまし
た。理解ある先輩方やともに苦労した同僚達、後輩の皆様にサポートしていただけたからこそ立ち上げる事が
出来たと感謝しています。そして、その頃からの皆様とのつながりはかけがえのない財産となっています。
これからも、日々人との出会い『一期一会』を大切に、成長していきたいと思っております。
ありがとうございました。
JCHO京都鞍馬口医療センター
長野
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研修会情報
京都府リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣支援事業
内

「フォローアップ（現任者）研修」

容：京都府内地域での取り組み・地域ケア会議の現状、総合事業による通所事業所、住民通いの場つくりの
実践報告など

日

時：平成31年1月27日（日）10：00～17：00

会

場：ひと・まち交流館

対

象：昨年度または今年度のベーシック研修・アドバンス研修を受講された方

京都

第15回京都訪問リハビリテーション実務者研修会
内

容：「リハマネジメントを考える」「報酬改定後の訪問リハの実践」･
「訪問リハフォーラム」など

日

時：平成31年3月9日（土）・10日（日）10：00～16：30

会

場：ひと・まち交流館

京都

講

師：京都府立医科大学

医師

一財）訪問リハ振興財団

平成30年度

宮本雄気先生･
理学療法士

露木昭影先生

認知症対策委員会研修会（士会指定事業）

近年、リハビリテーションの対象患者の認知症合併の頻度が高いことが指摘されております。また、臨床現場に
おきましても患者の高齢化に伴い、運動障害を扱う理学療法士におきましても、認知症の知識と対処方法について
深い理解が求められております。このような背景から、今回、京都府理学療法士会

認知症対策委員会におきまし

て、下記の研修会を開催し私たち理学療法士は認知症に対してどのように向き合って行けばよいか？
何か？
日

その役割は

を考える機会にして頂ければと考えております。会員の皆様の多数のご参加をお待ち致しております。
時：平成31年２月10日（日）14：00～16：00

（受付開始13：30～）

テーマ：『認知症の予防・診療における理学療法士の役割』
講

師：秋口

一郎

先生 ･

京都認知症総合センター
康生会武田病院
宇治武田病院
場

所：佛教大学

顧問･

神経脳血管センター長･
高次脳機能センター長

二条キャンパス

参加予定人数：100名

N1号館

701教室

※応募多数の場合は先着順とさせて頂きます。

申し込み方法：下記のメールアドレスよりお申込み下さい。
申し込み期間：平成30年12月１日（土）～平成31年２月２日（土）
参加費：無料
問い合わせ先：一般社団法人

京都府理学療法士会

認知症対策委員会

kyoto.ninchisho@gmail.com

まで。

※この研修は、『士会指定事業』になります。
『HPの地域包括ケア推進部のお知らせ内「本士会員で地域ケア会議及び介護予防推進リーダー取得を目指す方
へ」』もご確認ください
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学会開催報告
平成30年12月15日、16日の2日間、京都テルサにて第23回日本基礎理学療
法学会学術大会、第29回京都府理学療法士学会が同時開催で行われました。
参加者は基礎学会が1392名（京都府理学療法士会会員145名含む）、京都府
理学療法士学会が202名と盛況のうちに終了しました。多数のご参加ありが
とうございました。

第23回日本基礎理学療法学会学術大会開催報告
第23回日本基礎理学療法学会学術大会では、「身体運
動学を極める」というテーマのもと、大会長基調講演に
始まり、2つの特別講演、7つの教育講演、3つのシンポ
ジウムと、229題の一般演題発表を行いました。
開会式の時点で、856席のテルサホールが満席に近い
状態となり、その後も、各会場立ち見が出るほどの盛況
ぶりでした。また、一般口述・ポスター演題に関しても
活発な議論が行われ、基礎理学療法学会の学術レベルの
高さを感じる学会となりました。
本大会は、京都府理学療法士学会との同時開催という
ことで、京都府士会会員にも多数ご参加いただきました。
ありがとうございました。京都府士会会員は、京都学会
からの参加登録で、京都学会での講演・発表の聴講だけ
ではなく基礎学会の聴講も全て可能といたしました。京
都府士会会員には大変お得な機会になったかと思います。
最後になりましたが、事前の準備、また当日の運営に
関わっていただいた皆様、本当にありがとうございまし
た。
第23回日本基礎理学療法学会学術大会
準備委員長

建内宏重
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第29回京都府理学療法士学会開催報告
史上初、2日間の開催・他学会との合同開催となった第29回京都府
理学療法士学会が閉会しました。ご参加いただいた方々、ご協力い
ただいた方々に御礼申し上げます。
日本基礎理学療法学会学術大会との合同開催ということで、テー
マも基礎学会の「身体運動学を極める」にあわせて、「身体運動学
を臨床に活かす」としました。そのため、すべての講演で臨床に活か
せる材料やヒントを与えていただけたと感じています。しかし、その材料やヒントを臨床でどう活かしていくかは、
私たち臨床にいる理学療法士に与えられた使命だと思います。講演を聞いただけで終わりにならないよう、日々の
臨床業務に真摯に向き合っていかなければならないと感じました。そして今後は、向き合って出てきた疑問や成果
を学会などで発表して、多くの人に議論してもらうよう発展させなければいけないということも痛感しました。
今回、畏れ多くも学会長を務めさせていただきましたが、基礎学会・市橋大会長の足を引っ張ってばかりだったと
反省しています。それでも、多くの優秀なスタッフに支えられ、京都学会を運営できたことはこの上ない幸せでした。
2019年度は、学会長江平知子先生(聖ヨゼフ医療福祉センター)のもと、2日間の開催・日本地域理学療法学会学術
大会との同時開催となります。今年以上に盛会になることを祈念しています。
第29回京都府理学療法士学会

基礎学会、京都学会運営役員、スタッフの皆さん

平成30年度総会のお知らせ
下記の通り、平成30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31年４月21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）
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業務推進部企画 在宅ネットワークミーティングを開催しました！
第２回は「在宅における義肢装具の作成からフォローアップ」というテーマで、大谷巧先生（株式会社POラボ）
と今井陽一先生（京都市保健福祉局保健福祉推進室）にお話しいただき、在宅では対応の難しい補装具作成、フォ
ローの具体的方法や課題、制度活用法等について、意見交換を行いました。
『第2回在宅ネットワークミーティングに参加して』

『訪問リハビリで装具を作成する際のQ&A
～終了後アンケートより～』

メディケア・リハビリ訪問看護ステーション京都
美穂

Q：訪問リハで装具作製する場合、まず主治医に相談し

今回、在宅における義肢装具の作成からフォローアッ

椛田

たのですが、主治医がすぐに装具作製の指示を出さ

プについての講義をしていただきました。義肢装具士の

れ診察を受けた病院ですぐに装具を作成されました。

方の現状や在宅におけるフォローアップに向けての取り

とりあえず相談のみだったのです

組みについて試行錯誤されている事を知りました。フォ

が、行政への連絡がしっかりでき

ローアップの対応策としていくつか紹介していただきま

ていないので費用の事が心配に

したが、装具ノートの存在や定期的な義肢装具士の巡回

なりました。生活保護の方なので

（インターネットで確認出来る）がある事を今回初めて

すが、どうなのでしょうか？

知りました。装具ノートには、装具作成時に装具会社が
発行する装具情報をまとめたノートで、相談窓口が複数

A：基本的に生活保護の方が費用を負担することはあり

記載されているということも知りました。また、緊急時

ません。作製する場合は必ず行政への申請が先行す

にすぐ対応出来るように、どこの整形外科でどの装具会

るため、（骨折など急を要する場合を除く）行った

社がいつ居るのかを示す、ブレースマッピング計画も検

病院でそのまま作製に取りかかることはないと思い

討されている様であり、ブレースマッピング計画が実現

ます。生活保護の方の装具の作製手順としましては、

すれば、御利用者にとっても、在宅のセラピストにとっ

①役所の担当ケースワーカーに連絡、要否意見書の

ても心強いものになると思います。

発行

義肢装具士の方も限られた時間の中での訪問となる為、

②医師が要意見書を記入。要意見書を義肢装具士へ

円滑に介入していただく為に、在宅のセラピストとして、

渡す

①義肢装具についての知識②どのような義肢装具を作成

③見積書(義肢装具士作成)を添えてケースワーカー

したいのか、またどのような状態で修理が必要なのかを

に提出する

具体的に義肢装具士の方にお伝えする事③御利用者が使

④役所が認めると支給券を発行。それを受け取り次

用されている義肢装具の不具合に早期に気付くことがで

第作成。

きる事、が大事であると感じました。御利用者自身で不

ケースワーカーへの連絡は本人か、義肢装具士か、

具合に気付きにくい場合は、ご家族や支援に入って下

ケアマネか、病院の事務の方が多いです。

さっている方々にも御協力をいただき、不具合に素早く

申請の進捗状況を確認したい場合、本人に覚えが

気付ける環境を作っていく必要性も感じました。また、

なければ、他３職種のいずれかにお問い合わせいた

今回は制度についての講義もしていただきました。正直

だく。作製する装具の内容について、相談・確認・

なところ、苦手な分野ではありましたが、義肢装具や補

変更したい場合には、義肢装具士が装具の見積りを

装具の作成、修理時にどのような制度があるのかを把握

準備するため詳細に知っているはずなので、義肢装

する事の大切さを改めて感じました。御利用者の費用負

具士に問い合わせされるのが良いと思います。万が

担も考慮しながら、様々な提案が出来るように少しずつ

一、変更したい場合には、義肢装具士に見積りを再

でも制度の理解を深めていければと思いました。

度作成してもらい変更届をしてもらうと良いと思い
ます。
関わるご質問のある方は業務推進部（kyotoptg@gmail.
com）までお問合せください。
（業務推進部
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日

時

平成30年11月25日（日）10：00～12：00

場

所

京都医健専門学校

参加者
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30名

（定員は30名でしたが、36名の申込みがありました。）
会員の皆様のご協力の下、多くの方からお申込みを頂きました。ありがと
うございました。今回は入門編として開催し、グループに分かれての実技指
導は大好評でした。当日の詳細な報告はホームページをご覧ください。

平成30年度 社会局 地域包括ケア推進部、ならびに
京都府リハビリテーション三療法士会協議会 研修会報告
今年度は協会の地域包括ケアシステムに関わる推進リーダー制度と三
療法士会協議会主催の京都府地域人材養成・派遣事業の研修会を合同で
行いました。三療法士会協議会の研修は昨年より開始されましたが、
2014年から実施している本会の推進リーダー導入研修と研修目的・内容
が多々重複していることから、士会員より色々な疑問やご要望をいただ
き、検討した結果、今回は合同開催となりました。
協会の推進リーダーの方は6月末に改訂があり、地域包括ケアシステ
ム推進リーダーは名称が「地域ケア会議推進リーダー」に変更、e-ラー
ニングや内容も変更されました。理学療法士と文言も多くは「リハ専門
職」と言い換えになっております。やっと研修準備が整い、いざ研修会
開催と意気込んでいるところ、なんと台風24号襲来!!

研修会日程を急遽

延期し、かつ北部で追加開催を行い、まさしく今年度は台風一過の研修
会でした。無事、10月7日と11月3日にベーシック研修会（推進リーダー
導入研修①）、10月14日にアドバンス研修会、11月18日に推進リーダー
導入研修②を開催することができ、ホッとしております。今年度推進
リーダーを取得予定の方は8名です。詳細はHPの活動実績をご覧くださ
い。
（地域包括ケア推進部

担当理事

関

恵美）

一般社団法人京都府理学療法士会 選挙管理委員の公募について
選挙管理委員の任期満了に伴い、以下の通り選挙管理委員を公募します。
1．公募期間

平成31年2月1日(水)から平成31年2月22日（水）正午まで

2．選挙管理委員の定数

3名

3．応募方法

タイトルを『選挙管理委員応募』とし、1．氏名，2．勤務先，3．連絡先（TEL・
FAX）を明記の上、kpta.jimu@gmail.comまで、ご応募下さい。
（一般社団法人京都府理学療法士会事務局
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事務局長

苅谷

康之）

平成31年1月15日

京都府理学療法士会ニュース

№279

◀財務部からのお知らせ▶
★前納制について★

2018年度より、事業年度が開始する4月1日以前に、当該年度の会費を納入いただく『前納制』の運用がスタート
しています。2019年度の年会費納入期限は2019年3月31日となります。楽天カード・口座振替の方は2019年3月27日
引落です。口座の残高にご注意ください。
期限までに2019年度分の会費を納入いただけなかった場合は、翌日4月1日より会員権利全面停止となり、6月末日
までに会費納入または休会・退会申請手続きが確認できない場合、会員資格喪失により退会の手続きが実施されま
す。退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復活はできません。再度在籍を希望される際は、入会手続き、
新人教育プログラムの再履修等が必要です。
※前納制については、日本理学療法士協会ＨＰ（http://www.japanpt.or.jp/）に詳細を掲載しております。
★前納制のために、以下に該当される方は特にご注意ください。★
＜2019年4月以降の異動が決定した方（特に県外へ異動される方＞
2019/1/1以降、協会マイページよりお早めに異動申請をお手続きください。（2/20までに申請された方は異動先
の士会所属としてご請求します。士会費は都道府県によって異なります。）
＜新たに2019年度に休会・復会・退会を希望される方＞
2019/1/1～2/20

に協会マイページよりお手続きをお願いします。（2/21～3/31の手続きは、年会費引落後に返

金となる場合がございます。ご注意ください。）
＜2019年度も引き続き継続して休会を希望される方＞
2019年3月31日までに協会マイページより休会継続のお手続きをお願いいたします。
＜現金振込でお支払されている方＞
協会からの案内があった場合には必ず３月中に納入するようにお願いします。また、京都府理学療法士会の口座
を利用しての会費納入は廃止しています。

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・ニコス自動振替を推奨しています。
【楽天クレジットの申し込み】
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（TEL：03-6804-1421）までお問い合わせ下さい。
【ニコス自動振替の申し込み】
士会事務局までメール（kpta.jimu@gmail.com）もしくは電話 （075-741-6017）でお申し込み下さい。メールでの
申し込み：「ニコス自動振替希望」とタイトルに入れて、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。
※ニコス自動振替は楽天クレジットと違い、自動振替は引落し期日に銀行口座に会費金額以上の残高がないと引落
不可となります。口座の残高不足には特にご注意下さい。
【お問い合わせ先】一般社団法人京都府理学療法士会
E-mail
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事務局

kpta.jimu@gmail.com

