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新年度ごあいさつ
京都府理学療法士会副会長・事務局長

依岡

徹

桜の盛りも過ぎ、日に日に春めいてきた今日この頃、会員の皆様に於かれましては、心新たに新年度を迎えら
れたことと思います。また、理学療法士として新たな一歩を踏み出された皆様、ご入職おめでとうございます。
我々は京都府に勤務又は在住する理学療法士が会員となり組織している「一般社団法人京都府理学療法士
会」という職能団体です。士会の組織は、簡単に申しますと3つの局（学術局・社会局・事務局）により構成さ
れており、その下に各部及び各種委員会が設けられております。《※下記組織図参照》士会は、皆様から頂い
た士会費によって運営されております。事務所は京阪神宮丸太町駅最寄りに構えております。丸太町通は、マ
ラソンや駅伝のコースとしてよく利用されますので、実況中継を見ていると時々映っていることがあります。
（表紙の写真をご覧ください。）
士会の実施事業をご説明いたします。新人会員に対しては新人教育プログラムに則した研修会の開催、その
他の会員には各種研修会・講習会、京都学会の開催を通じて生涯学習の場を提供、毎年の士会誌発行などの学
術事業を展開しております。また、一般の府民の皆様に向けては府民公開講座、行政、他団体との協賛による
イベント事業・研修事業などの公益（社会）事業を実施しております。その他約2,300名の会員管理、上記事業
に付帯する事務業務、士会員向けの情報収集、およびHPなどでの情報発信等の広報活動などを事務局が行って
おります。
私事ですが、二年前に定年退職し、二年間専業主夫をしておりましたが、今年の一月より理学療法士の仕事
を再開いたしました。私のように人に厳しく自分に甘い性格の人間にとって、職場よりも時間に縛られない主夫
業は、一日の流れが規則正しいとはとても言
い難く、夜更かしや運動不足でなにかと不健
康な毎日でした。

【京都府理学療法士会組織図】

しかし、「毎日同じ時間にやらなければい

事 務 局

けないこと・行かなければいけない場所」が
できると、生活のリズムが変わります。仕事
を再開し、毎日同じ時間に同じことをする

学 術 局

（通勤→業務→帰宅）ということが、生活リ
ズムを整えるのに大切なことだと改めて実感
いたしました。この頃は体調もよく、自転車

理 事 会

通勤での疲れもあまり出なくなり、体重も

社 会 局

減ったお陰で膝も痛まなくなりと、いいこと
づくめです。このリズムが定着するのに二か
月以上かかりました。

委 員 会

私の場合、仕事自体は慣れた仕事でしたの
で、いわゆる五月病にはかかりませんでした
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が、少し不安な気持ちでこの文書を読まれている方は、初めから完璧に出来なくても当たり前なので、どうか頑
張りすぎないでください。一人で抱え込まず、周りの先輩方や同僚にも相談してください。きっといいアドバイ
スを頂けると思います。上手に気分転換を図りながら、自分の生活リズムも整えつつも、どんどん経験を積んで
いってください。何か壁にぶち当たっても、その一つ一つが、無駄ではなかったと思える時がいつかやって来ま
す。士会主催の研修会にも是非とも参加してください。他職場の理学療法士との情報・意見交換もできると思
います。私は、士会が学術的交流の場であることはもとより、より一層会員同士の交流の場となればいいなと
思っております。
今年度も理事一同、会員の皆様に興味を持っていただける企画をたくさん立て、誠実に士会を運営してまい
る所存です。どうぞ皆様方の積極的なご参加、ご理解とご協力のほど引き続きよろしくお願いいたします。

会 長 行 動 記
12月１日	第９回在宅医療小委員会（医師会館）

2016.12～
２月２日	平成28年度第２回京都市地域リハビリ推進協

12月７日	三役会（士会事務所）

議会）

12月14日	理事会（士会事務所）

	京都市地域リハビリ推進センター）

12月16日	京都三療法士会協議会会議（光華大学）

２月３日	表彰審査委員会（田町カンファレンスルー

12月17日	京都保険医協会と三団体での話し合い（協会
事務所）

ム）
２月４日	新春賀詞交換会（グランヴィア京都）

12月20日	第４回 災害対策委員会（カフェ鴨川）

２月５日	京都リハビリ医学研究会委員会（国立京都国
際会館）

１月13日	第５回 災害対策委員会（カフェ鴨川）

２月６日	災害対策委員会

１月18日	三役会（士会事務所）

健深草京しみず）

１月21日	京都私立病院協会新春懇親会（ブライトンホ
テル）
１月22日	第27回

研修会打ち合わせ会議（老

２月９日	第10回在宅医療小委員会（医師会館）
２月10日	京都府リハビリテーション支援センターとヒ

京都府理学療法学会（京都市呉竹文

化センター）

アリング
	三団体と補助金事業について（府立医大）

１月25日	理事会（士会事務所）

	平成28年度京都式地域包括ケア取り組み発表

１月29日	新年のつどい（薬剤師会）（京都ホテルオー
クラ）

会（医師会館）
２月15日	三役会（士会事務所）

１月31日	第32回 京都府医療推進協議会（医師会館）

２月16日	ブレーンブラスト会議 排泄（医師会館）
２月22日	理事会（士会事務所）
２月25日	田町カンファレンスルーム
２月26日	第１回災害医療研修会（京都テルサ）
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【地域包括ケア推進部】
地 域包括ケア推進リーダーおよび介護予防推進
リーダーの導入研修・士会指定事業；
12/6現在申込者数は地域包括ケア

出席者：並河・市橋・依岡・布川・苅谷・中本・麻田・

防

石井・池添・江平・黒木・島・関・西村・
堀江・伊藤・今井（書記：吉岡）

19名、士会指定事業

24名、介護予

28名

４）その他
・京都府立乙訓高等学校「学びと仕事」講演（1月27

≪報告事項≫

日：布川理事と若手の理学療法士1名が担当す

１．会長報告：日本理学療法士協会組織運営協議会
（平成28年11月6日）等の報告

る。）
・近畿ブロック会議報告：士会長・事務局長会議、
学術局会議、社会局会議の報告

２．各部の報告

・指定管理者研修委員会：9月19日に協会指定管理者

１）事務局

研修会（初級）を開催

【総務部】

・訪問リハ等検討委員会：第13回京都訪問リハ実務

・公文書発行No.72-139

者研修会の申込み状況について

・研修会を開催する場合の事務局への依頼方法
・モデル士会（士会強化事業の支援金補助）の選

・日本理学療法士協会分科学会運営幹事選挙の公示
の案内を士会HPに掲載した。

定結果について
【財務部】
・本 年度の会費納入状況について；199名の未納
会員

≪討議事項≫
１．定款の変更について
副会長および理事の増員等に関する定款の変更

・会費の前納制について

について、4月の総会で決議する。総会における
決議事項等、定款全体の見直しを行い、変更案

２）学術局

を次回理事会までに作成する。

・来年度の理学療法士講習会（協会助成金事業）の
申請について

２．介護予防・健康増進事業推進における都道府県

「下肢の運動学と理学療法A」：H29年9月2-3日

コーディネーター２名の推薦依頼：社会局にて

「下肢の運動学と理学療法B」：H30年2月3-4日

人選する

「パーキンソン病の理学療法」：H29年12月10日
・次年度の新人教育プログラム臨床見学受入施設制
度について

３．財務部より；会費納入証明証・クレジット証明
証・自動振替証明証の発行の廃止について

新規受入施設の申請が始まる。現在、京都府下で

研修会事前申し込み制度の導入により、会費納

は3施設が登録

入状況の事前把握が可能なため各種証明証の発
行を廃止することが承認された。広報誌や士会

３）社会局

ホームページで会員へ案内する。また、楽天ク

・H 28年度リハビリテーション福祉用具・機器体験

レジット・ニコスの自動振替への誘導は、未手

展：士会としての関わり方について検討が必要

続者に一斉に文書を送付することで依頼する。

【公益事業部】
介助教室については募集期間を長く設定しても申
込者数が少なかった。本事業の意義も含めて見直

４．広報部よりNOWのリニューアルについて

しが必要

来年度からカラー刷りにすることが承認された。
また1月号から新たな記事を加えた。
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平成28年度京都府理学療法士会総会：

開催予定日：平成29年12月3日（日）

平成29年4月9日（日）15：00～

杉浦ホール

会場：京都橘大学 o r 京都市呉竹文化センター
（会場の空き状況を確認して決定する）

●仮決算

京都橘大学での開催の場合は交通機関について

提出〆切：平成28年12月26日（月）

…最終決算日（2月3日）までの支出を考慮しての

検討が必要

仮決算を財務部に提出
●最終決算日：平成29年2月3日（金）

６．近畿学会のあり方について

●平成29年度事業計画案、予算案

提出〆切：平成

平成30年度までは開催が決定されている（平成

29年1月10日（月）

31年度は京都士会が担当）。６月に開催される

…事業計画案は事務局、予算案は財務部に提出

近畿ブロック会議において、近畿学会のあり方

●平成28年度事業報告、決算報告

提出〆切：平成

について討議される予定なので、そのときまで

29年2月8日（水）

に京都士会としての意見をまとめる。

…事業報告は事務局、決算報告は財務部に提出

７．介護認定審査会委員および障害区分認定審査会

平成28年度第6回理事会議事録

委員について
次年度の委員の推薦について、次回理事会まで
に決定する
８．リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣

日

時：2017年1月25日（水）19：00～

場

所：士会事務所

出席者：並河・市橋・依岡・布川・麻田・苅谷・中本・
池添・石井・江平・黒木・島・関・西村・

支援事業について

堀江・今井（書記：島村）

三士会で事業を展開していく方向性である

≪報告事項≫

９．京都病院学会実行委員

１．会長報告

中本理事が次年度も継続となった

1 2月1日：第9回在宅医療小委員会（医師会館）、
12月7日：三役会（士会事務所）、12月14日：理事

10．協会より次期の包括的会員管理システム改定に

会（士会事務所）、12月17日：京都保険医協会と

むけての調査

三団体での話し合い（協会事務所）、12月20日：

依岡事務局長がとりまとめて意見書を提出する

第4回災害対策委員会（カフェ鴨川）、1月13日：第
5回災害対策委員会（カフェ鴨川）、1月18日：三役

〈今後の予定〉＊三役会・理事会の日程が下記の通

会（士会事務所）、1月21日：京都私立病院協会新

り変更となった

春懇親会（ブライトンホテル）、1月22日：第27回

第6回三役会：平成29年1月18日（水）19：00～

京都府理学療法士学会（京都呉竹文化センター）、

士会事務所にて

1月23日：京都三療法士会協議会会議（光華大学）

第6回理事会：平成29年1月25日（水）19：00～
士会事務所にて
第7回三役会：平成29年2月15日（水）19：00～
士会事務所にて

２．各部の報告
【総務部】
・公 文書発行：N o.140～150京都学会座長依頼

第7回理事会：平成29年2月22日（水）19：00～

N o.151~161京都学会座長派遣依頼

士会事務所にて

N o.162共催

名義使用許可（第5回リハビリテーション福祉用

監査：平成29年3月8日（水）時間未定

具・機器体験展）N o.163理学療法士講習会出張
許可（下肢B）
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≪審議事項≫

・平成28年度新入会：申込者248名（入金者242名）

１．平成29年度事業計画・予算案の審議

・士 会会員数2470名（H29.1.15現在）、会費未納
入者174名

２．規約の改定について

・楽天クレジット申込会員：1589名（内休会34名）

・規約第13条（総会の決議事項）を追加

・ニコス自動振替引落会員：117名（内休会3名）

・規約第15条（決議の方法）の変更
・規約第19条（副会長および理事の人数）の変更

【学会部】

上記の規約改定について承認された。

第27回京都府理学療法士学会について
・参加者：336名

３．会誌編集部部長の交代について

京都府士会員

新プロ修了

178名

平成29年度より真下英明氏（舞鶴赤十字病院）

京都府士会員

新プロ未修了

101名

に部長交代することが承認された。

他府県士会員

新プロ修了

33名

他府県士会員

新プロ未修了

7名

４．学会奨励賞論文の理学療法京都への掲載について

会員外

3名

奨励賞受賞者に対する理学療法京都への論文投

学生

11名

稿については、「義務」から「推奨」へとする

その他

3名

ことが承認された。

・書籍販売数：7冊
５．平成29年度京都府理学療法士学会について
【社会局】

準備委員長に窓場勝之氏（京都博愛会病院）が

・介護予防・健康増進事業推進における都道府県

承認された。

コーディネーターの推薦については調整中。
・介護認定審査会委員の次年度委員に関氏、中本

６．新人教育部部員の加入について

氏、布川氏が推薦された。

平成29年度より山副龍一（向日回生病院）が新

・障害区分認定審査会委員の次年度委員に江平氏、

人教育部部員として加入することが承認された。

麻田氏、池添氏が推薦された。
【今後の予定】
【業務推進部】

・最終決算日：平成29年2月3日（金）

・在宅ケアネットワークミーティングを1月14日に
開催した。参加人数：24名

・平成28年度事業報告、決算報告

提出〆切：平

成29年2月8日（水）…事業報告は事務局、決算
報告は財務部に提出

【その他】

・第7回三役会：平成29年2月15日（水）19：00

１．来年度の介護支援専門員実務研修への講師派遣
｢筋骨格系疾患および廃用症候群｣の内容につい
て、5月11日（南部会場）および５月18日（北部
会場）の講師を調整中。

・第7回理事会：平成29年2月22日（水）19：00
・監査：平成29年3月8日（水）監事による打ち合
わせ18時～、監査会議18：30～
・平成28年度総会：平成29年4月9日（日）15時
杉浦ホール

２．生活期、急性期の協会指定管理者（職域別）
中央管理者研修会について
生活期、急性期それぞれの世話人の選出および
中央研修会への派遣を調整中。
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第27回京都府理学療法士学会報告

『理学療法における臨床的視点と科学』を終えて
第27回京都府理学療法士学会
学会長 南角

学

（京都大学医学部附属病院）
平成29年１月22日（日）午前10時から京都府・京都市の後援を頂
き、京都市呉竹文化センターにて第27回京都府理学療法士学会を開
催させて頂きました。
前週からの寒波によって学会当日の天候が心配でしたが、雪が降
ることなく無事に開催することができ、多くの方にご参加頂きまし
た（学会参加人数は、京都府理学療法士会員279名、他府県士会員40
名、その他17名の合計336名）。学会全体としては『ネームホルダー
にネームプレートが入らない』といった参加者全員にご迷惑をお掛
けしたというトラブルがありましたが、何とか無事に終了することができました。
本邦においては、超高齢社会の到来により、多くの疾病を起因とする障害はさらに複雑化し、理学療法士の
果たすべき役割はますます重要となっています。同時に我々が行う理学療法の内容はエビデンスに基づいたも
のでなければならないと考えています。そこで、今回の学会のテーマは「理学療法における臨床的視点と科
学」と題し、理学療法士として適切かつ根拠に基づいた診療や介入の重要性を確認できるような講演を多く企
画しました。
特別講演では国立精神・神経医療研究センターの花川先生から「ヒト歩行制御機構とメカニズムから再考す
るリハビリテーション」、教育講演Ⅰでは京都大学の池口先生から「骨転移の画像診断とリハビリテーショ
ン」、教育講演Ⅱでは神戸市立医療センター中央市民病院の岩田先生から「急性期の理学療法」、教育講演Ⅲ
では大阪保健医療大学大学院の石倉先生から「脳卒中の予後予測と治療の選択に必要な脳機能解剖学的知識」、
ランチョンセミナーでは、京都大学の栗山先生から「半月板治療の最近のトピックス」について講演して頂き
ました。またシンポジウムでは運動器疾患に対する理学療法をテーマに、膝関節疾患については岡先生（京都
警察病院）、肩関節疾患については宮坂先生（京都大学医学部附属病院）、股関節疾患については治郎丸先生
（滋賀医療技術専門学校）の3名に講演して頂きました。いずれもリハビリテーション分野において課題となっ
ているトピックスであり、講演内容もエビデンスに基づいたものが中心であったために、明日からの臨床に役
立つ講演内容であったと思います。
一般演題は26演題の発表があり、先生方の日頃の臨床での成果を
報告して頂き、また多くの議論や意見交換が行われていました。
最後になりましたが、講演を快くお引き受け下さいました講師の
先生方、司会・座長をして頂きました先生方、演題発表をして頂き
ました先生方、ならびに準備委員の先生方に心より御礼申し上げま
す。また、日頃より京都府理学療法士会に温かいご支援ご協力を頂
いています会員の皆様方のご健勝とご活躍を祈念し、御礼の言葉に
代えさせていただきます。本当にありがとうございました。
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地域包括ケア推進部から

事業時に実施したアンケート調査結果を含む平成28年度士会指定事業の報告
地域包括ケア推進部部長 吉田史佐男
平成28年12月11日（日）に士会指定事業が京都医健専門学校で開催されました。今回の指定事業は地域包括
ケア推進リーダーと介護予防推進リーダーの養成が始まって2年が経過したこと、さらに地域包括ケア会議が開
催され始めたことを受けて、京都府下で実際に推進リーダーとして活動をされている方から、地域ケア会議や
介護予防事業の現状を報告していただきました。
地域包括ケア推進リーダーとして参加する機会が多いと思われる小地域ケア会議には、「医学的な症例検討
ばかりではなく、防災や交通安全などの地域が抱える様々な問題が取り上げられることがある」といった、
我々が地域ケア会議に対して抱いているイメージとは異なった側面もあることが報告されました。また介護予
防事業における理学療法士の関わり方については、「介護予防事業（教室）の立ち上げを手助けし、徐々に住
民主体の運営に移行した後に、教室の継続に必要な後方支援を定期的に行う」といった、これまでに他府県に
おける成功例として講演会等で紹介されてきた方法が、京都府下でも積極的に行われている地域があることが
分かりました。
指定事業終了前には、参加された方々の属性や考え方などに関するアンケート調査を実施し、27名（経験年
数は2年～30年以上）の方から回答をいただきました。アンケートには6つの設問がありましたので、各設問に
回答いただいた内容の概要を記載いたします。
１．今までのご自身が行った地域ケア会議や介護予防事業の経験で感じたことについて
 ほとんどの方が地域ケア会議、介護予防事業ともに参加経験はないと回答されました。地域ケア会議に参加
された方は「地域が求めることを把握することで終わってしまい、つなぎ先が見つけられなかった」と述べて
おられました。介護予防事業に参加された方は「健康な方が多いが個人差が大きい」と述べておられました。
２．今回の講演を聞いて、ご自身はどう感じましたか？
 「地域ケア会議の実情が良く分かった、先ずは自分の生活する地域の情報をしっかりと知っておく必要を
感じた」と多くの方が回答されていました。また「自治体の活動を知り、出来ればその活動に参加したい」
といった積極的な回答も見られました。
３．今回の講演を聞いて、何が必要と感じましたか？
 「地域の情報をしっかりと収集する、地域の人や組織とつながりを持つ、理学療法士として地域で何が出
来るかを再考する、理学療法士を知ってもらうための啓蒙活動が必要である」といった回答が見られました。
４．今回の講演を聞いて、現在ご自分が出来る取り組みは何だとお考えになりましたか？
 多くの方が「情報を収集し地域・行政に関わって行く、地域ケア会議に出る」と回答されていました。
５．今回の講演を聞いて、士会として何が必要と感じられましたか？
 「地域を担っている会員の実態調査、地域支援に関わるセラピスト同士の意見交換や研修、会員への働き
かけや教育」といった府士会内部に対する働きかけと、「協会として行政と関わる、理学療法士の認知度が
低いので広報を行う、他職種との協力体制」といった外部への働きかけが必要であると回答されていました。
６．今回の講演を聞いて、地域支援として何が必要と感じられましたか
 「理学療法士という職はひとまず置いておいて地域住民として地域に関わっていくこと、もっと地域のこ
とを知って多くの人と繋がること、地域の課題を捉えるためのスキルアップ、マネジメント能力、理学療法
士や協会の取り組みを知ってもらうこと」といった回答が見られました。
お答えいただいたアンケートの内容は、地域包括ケア推進部の今後の活動の参考とさせていただきます。ご
協力ありがとうございました。
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開催報告
社会局保険部 辰巳 泰浩

平成28年12月11日（日）京都医健専門学校に於いて、第2回研修会
＆座談会が『退院時支援 医療-介護連携にむけた理学療法士の役割～
平成30年同時改定を見据えて～』のテーマのもと参加者33名で開催
されました。プログラムは下記の通りで実施致しました。
【テーマ】
『
 退院時支援 医療-介護連携にむけた理学療法士の役割～平成30年
同時改定を見据えて～』
座長：中本隆幸保険部理事 田後 裕之 保険部部長
【講 演】
１．医療施設から見た『退院時支援 医療-介護連携にむけた理学療法士の役割』
京都山城総合医療センター 岡村 孝文 先生
２．介護施設から見た『退院時支援 医療-介護連携にむけた理学療法士の役割』
介護老人保健施設 醍醐の里 木村 友哉 先生
３．同法人内における医療-介護連携可能施設から見た『退院時支援 医療-介護連携にむけた理学療法士の役割』
洛和会音羽リハビリテーション病院 西村ひろみ 先生
効率的かつ質の高い医療提供体制・地域包括システムの構築を目指し、医療施設からみた理学療法士の役割
について、京都山城医療センターの岡村先生よりご講演頂きました。山城南医療圏の現状と課題、医療介護連
携において相互理解と顔のみえる関係づくり、目標の共有化や役割分担の内容についてもお話し頂きました。
介護施設からみた理学療法士の役割については、介護老人保健施設「醍醐の里」の木村先生より、入所時の
療法士に関する情報不足の現状や、利用者との最初の関係づくりにおいてどのような情報が必要か、また生活
レベルで機能できる機能訓練の必要性をご講演頂きました。
同法人内における理学療法士の役割では洛和会音羽リハビリテーション病院の西村先生より、同法人での情
報交換についてのメリット・デメリットなどの現状や対象者に対しての必要な支援、担当領域で期待されてい
る役割を把握する理学療法士の社会性まで視野にいれた内容でご講演を頂きました。
平成30年度医療・介護同時改定を見据えて、退院時支援 医療-介護連携にむけた医療施設・介護施設・同法
人内においての理学療法士の役割をご講演して頂き、シンポジウムでは会員の皆様方との活発な質疑応答、議
論が展開されていました。
最後になりますが、平成28年2度目の保険部研修会開催につきまして、ご
多忙な中講師をお引き受け頂きました、岡村孝文先生、木村友哉先生、西
村ひろみ先生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。
当日の資料に関しましては、講師の方のご厚意により京都府理学療法士
会のホームページよりダウンロード可能です。是非ご一読下さい。
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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 堀江

淳

準備委員長 窓場 勝之

第28回京都府理学療法士学会のご案内（第１報）
平成29年12月3日（日）、京都橘大学（明優館）にて第28回京都府理学療法士学会を開催いたします。本大会
のテーマは、『理学療法の“しんか”を考える』としました。
なぜ、“しんか”と平仮名にしたのか？それは、参加者の皆様、それぞれが理学療法における“しんか”を
漢字に変えていただきたいと考え、このテーマを設定しました。理学療法の、これまでの進歩、今後の発展の
可能性について考えたいならば“進化”としてください。社会における理学療法の真の役割、価値を考えたい
ならば“真価”としてください。また、近年の理学療法の実情に不安を抱き、深く憂いているのであれば“深
化”としてください。その他、当て字でも構いません。今一度、皆様に理学療法について見つめなおす機会に
なっていただければ幸いです。
また、本大会は、これまで会場として使用してきた呉竹文化センターから一新し、京都橘大学で開催するこ
とになりました。大会の事前準備、当日の運営が、より円滑に行えるように会場を変更しました。更に、会場
変更により、これまでより多くの、特別講演、教育講演を企画することができました。新しい企画としまして
は、ヤングセミナーと題して、若手研究者による研究紹介も企画することにしました。
幅広い経験年数の皆様に参加いただき、臨床業務、研究活動、社会活動のお役に立てる最良の機会にしたい
と、スタッフ一同張り切っております。年末のお忙しい時期ではありますが、多くの皆様のご参加を心よりお
待ちしています。
●日 時：平成29年12月3日（日）9：00～17：00（受付開始･8：00～）
●会 場：京都橘大学（明優館） 〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
●テーマ：理学療法の“しんか”を考える
●参加費：無料
●プログラム企画（予定）
◯特別講演：2演題（中枢1演題、運動器1演題）
◯教育講演：5演題（中枢1演題、運動器1演題、地域1演題、循環器1演題、その他（心理）1演題）
◯ヤングセミナー：3演題（中枢、運動器、地域に関する若手研究者による研究紹介）
◯一般演題：30演題（6セッション）
特
 別公演、教育講演、ヤングセミナーのテーマについては、後日、学会専用ホームページ、および
NOW7月号に掲載します。
一
 般演題募集要項についても、後日、学会専用ホームページ、およびNOW7月号に掲載致します。
学
 会専用ホームページ、フェイスブックは、4月公開予定です。
【お問い合わせ先】学会準備委員長 窓場 勝之（京都博愛会病院リハビリテーション科）･
e-mail：madoba@kyoto-hakuaikai.or.jp
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第１回災害医療研修会報告
災害対策委員会 万谷

健

平成29年2月26日、京都テルサにて第1回災害医療研修会を開催いたしました。
京都のみならず近畿の災害対策委員の先生方、また理学療法士だけにとどまらず、多職種の方にも参加して
いただきました。
内容としては、D M A T（災害派遣医療チーム）の田中博之医師（京都医療センター・救命救急センター所
属）から「災害のイロハ」について、京都府士会災害対策委員会の加藤大策P Tから「災害リハビリ総論」、
「災害リハ派遣の実際」について教えていただきました。「災害」について、改めて考えさせられる講演でし
た。
また、その後、避難所運営をみんなで考えることを目的に、参加者全員でHUG（避難所運営ゲーム）を実施
しました。次々と押し寄せる避難者、イベントに対応していくのは、すごく大変そうでした。そこで、チーム
で力を合わせて物事に取り組む大切さを改めて実感しました。
今回が第１回ということで、まだまだ課題は多いですが、今後も引き続き開催いたしますので、会員の皆様
のご参加ならびにご協力よろしくお願いいたします。
第2回の研修会は8月、第3回は2月に開催予定です。詳細は決まり次第NOW、HPにてお知らせいたします。
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◀各部からのお知らせ▶
●財務部●
★Ｈ２９年度会費納入について★
●楽天クレジット・ニコス自動振替に申し込みの方へ
Ｈ２９年度の会費は５月２９日に引き落としされます。
Ｈ３０年度以降については３か月程度早くなる可能性があります。
●楽天クレジット・ニコス自動振替未申し込みの方へ
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。
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。
Ｈ２８年度分未納の方は２年分の納入が必要となりますのでご注意下さい。
★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
・銀行振込
三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店
普通預金 ００５３７３１
一般社団法人 京都府理学療法士会
・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・ニコス自動振替加入へのお願い★
Ｈ２９年２月末の時点にて、楽天クレジット未申込の方が７１９名おられます。
総会員数の約３０％の方が申し込みをされておられない状態です。
また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。
Ｈ２９年２月末時点にて６２名の未納者がおられます。（例年平均は２０名弱です）
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ます。
そのような事態を避ける為、まだクレジットの申し込みをされていない会員の方は、早急に協会ホームペー
ジ（マイページ）より申し込みをお願い致します。
楽天クレジット申し込みの方法は、士会研修会に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い。（電話番号：０３－６８０４－１４２１）
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本年度よりニコス自動振替による会費の納入もお勧めしています。
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。口座の残高には特にご注意下さい。
※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。
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・自動振替証明証発行の廃止のお知らせ★
このたび、上記の3種類の証明証の発行を廃止することが理事会で決定いたしました。
①現在各研修会の申し込みが事前申込制となり、会費未納者の確認が事前にできるようになったこと。
②それに伴い、研修会での財務部による会費納入確認の必要がなくなっていること。
③クレジット・自動振替への切り替え手続きの推進については、今後該当者にダイレクトメールを送付し催
促することを検討していること。
以上の3点より、来年度からの各種証明証の発行が廃止となり、各研修会での財務部によるシール確認作業が
なくなります。
つきましては、現在日本理学療法士協会の会員証にお貼りいただいている各種証明証を各自でおはがし下さ
い。お手数をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
会費についてご不明な点がございましたら、財務部 苅谷まで御連絡下さい。
西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之
〒６０２－８３１９ 京都市上京区七本松五辻上ル
ＴＥＬ：（０７５）４６１－８８００（内線１５９）
ＦＡＸ：（０７５）４６１－５５１４
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●新人教育部●
平成29年度新人必須初期研修
下記日程で平成29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ID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が予想
されます。受付時間は1時間設けていますので、余裕をもってお越しください。
新人必須初期研修会は、研修会会場の都合上、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。
日 時：平成29年6月4日（日）10：00～15：50（受付開始9：00）
会 場：京都教育文化センター
参加費：無料（京都府理学療法士会会員限定）
申込み：不要
内 容：10：00～11：00 テーマ：「理学療法と倫理」A-1･
講師：池添 冬芽 先生（京都大学大学院医学研究科）･
11：00～11：40 テーマ：「協会と生涯学習システム」A-2･
講師：市橋 則明 先生（京都大学大学院医学研究科）･
11：50～12：30 テーマ：「理学療法における関連法」A-5･
講師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）･
13：30～14：10 テーマ：「人間関係及び接遇」A-4･
講師：江平 知子 先生（聖ヨゼフ医療福祉センター）･
14：20～15：50 テーマ：「理学療法と医療安全」A-3･
講師：山中 寛恵 先生（京都大学医学部附属病院）
【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、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移行に際し、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。
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第1回新人教育部研修会
日 時：平成29年8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：無料（京都府理学療法士会会員限定：定員100名）
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！」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－
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 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）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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2回新人教育部研修会
日 時：平成29年8月20日（日）15：15～16：45（受付開始14：45）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-2
テーマ：膝関節の障害に対する理学療法
講 師：嶋田 誠一郎 先生（福井大学医学部附属病院）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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3回新人教育部研修会
日 時：平成29年9月28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
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-1
テーマ：臨床実習指導者が考えておくこと ―理学療法士の発展のために―
講 師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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4回新人教育部研修会
日 時：平成29年11月22日（水）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
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-2
テーマ：（仮）呼吸リハビリテーション
講 師：堀江 淳 先生（京都橘大学）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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。
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第5回新人教育部研修会
日 時：平成29年12月17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：無料
単 位：新人教育プログラム C-2
テーマ：（仮）下肢の解剖学
講 師：壇 順司 先生（帝京大学）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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6回新人教育部研修会
日 時：平成29年12月17日（日）15：15～16：45（受付開始14：45）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-4
テーマ：（仮）高齢者リハビリテーション
講 師：備酒 伸彦 先生（神戸学院大学）
申込み方法：事前申込制となります。具体的な申し込み方法は、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。
【注意事項】
＊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。申込専用URLより必要事項を記入
の上お申し込みください。
＊第1回新人教育部研修会の定員は100名、それ以外の研修会の定員は180名です。定員を超過した場合は、抽
選にて受講者を決定いたします。受講可否については、後日、申込サイトおよびホームページにてご連絡い
たします。
＊なお、抽選は平成29年度会費納入済みの方（申込締め切りまでに入金していただくと参加者決定の抽選に含
めることが可能です）、京都府理学療法士会会員の方が優先されます。
＊事前申込をされていない方、抽選で受講が認められなかった方は、当日会場に来られても研修会に参加する
ことができません。
＊研修会開始15分以降の入室、および研修会終了前の退室は、理由に関わらずポイント履修が認められません。
＊研修会への参加キャンセルは、必ず申込サイトから（申込締め切り後は問い合わせ先まで）連絡してくださ
い。連絡なしで研修会をキャンセルされた場合、以降の研修会受講者決定時に不利となります。
＊災害などにより研修会が中止になる場合があります。その際は、事前申込者へのメール連絡もしくは申込サ
イトやホームページで通知いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。
問い合わせ先：
学術局 理事 蘇生会総合病院 麻田 博之 soseikaihp.riha@gmail.com
新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科 建内 宏重 tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp
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平成29年度 第1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29年7月29日（土）～7月30日（日）
7月29日 13：00～18：40 （受付 12：30～）
18：50～19：50 懇親会（無料）
7月30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：右記のQRコード、もしくは下記のURLより申し込みフォームにアクセスし、
必要事項をご記入下さい。
URL；https://goo.gl/forms/KZkqs708o4aCEDct1
応募締め切り：平成29年6月30日（金）
＊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。
＊7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 中尾 彩佳
（TEL: 075-751-3935、e-mail: kyoto.shinjin@gmail.com）
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●新人発表部●
第1回研修会
日 時：平成29年8月20日（日）10：00～11：30（受付開始9：30～）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラムB-4
テーマ：「症例報告・発表の仕方（仮）」
講 師：横山茂樹先生（橘大学理学療法学科）
申込み方法：事前申込み制となります。具体的な申し込み方法は、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2回研修会
日 時：平成29年9月24日（日）10：00～11：30（受付開始9：30～）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラムD-3
テーマ：「理学療法の研究方法論（EBPT含む）（仮）」
講 師：伊藤郁乃先生（国立病院機構東京病院リハビリテーション科医師）
申込み方法：事前申込み制となります。具体的な申し込み方法は、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。
【研修会に関する注意】
＊平成29年度の会費を納入されていない方は研修会に参加していただくことができません。
＊新人発表部の研修会は事前申込み制となります。事前申込みをされずに当日ご来場されても研修会に参加し
ていただけませんので、ご注意ください。また、抽選になる場合、平成29年度会費納入済みの方（申込み締
め切りまでに入金していただくと、本研修会への参加者決定の抽選に反映することが可能です）、京都府理
学療法士会会員が優先されます。
＊申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。事前申
し込み締め切り後のキャンセルも必ずご連絡ください（kpta.sinjin.h@gmail.com）。連絡なしでキャンセルさ
れた場合、以降の研修会受講決定時に不利となります。
＊研修会開始15分以降の入室、および研修会終了前の退室は、いかなる理由に関わらずポイント履修が認めら
れません。
＊台風や災害などにより研修会が中止になる場合があります。その際は、事前申込み者へのメール連絡もしく
は京都府理学療法士会ホームページならびに事前申込みサイトで通知させていただきますので、ご来場前に
必ずご確認ください。
■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。
新人発表部の研修会に関する問い合わせ先
kpta.sinjin.h@gmail.com
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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29年度

新人症例発表会開催のお知らせ（第1報）

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。今年度も、下記の通り、新
人症例発表会を開催いたします。発表会は、日頃の臨床実践の成果や疑問点を発表していただく場となります。
新人理学療法士の方々は、この発表会を理学療法士としてレベルアップする為の一つの場としてご活用下さい。
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。
本年度も新人症例発表会での座長を募集します。新人教育プログラム終了後には、座長を経験する方々もあ
ると思います。この機会に座長を経験していただくことで、今後の活動の一助になると思います。是非、積極
的な応募をお待ちしております。
記
新人症例発表会
日 時：平成29年9月24日（日）13：00～17：00（予定）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：発表、参加とも無料です
単 位：発表者：「C-6 症例発表（3単位）」が認定されます
対 象：発表者はC-6単位未取得者
演題申込み：演題募集要項参照
■演題募集要項
１．本新人症例発表会は、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．新人症例発表会の登録方法は、抄録を提出いただいた時点で申込み完了とさせていただきます。申込
み期間が過ぎてからの修正や撤回はできません。
●登録方法：メールの件名を、「2017新人症例発表会申込み」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）、⑤本文（1,000～1,200文字で記載してくださ
い。全角1文字、半角0.5文字として計算してください。なお、英数字は半角にしてください。機種依存
文字は使用しないでください。）を明記の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）まで、お申込みく
ださい。メールはプレーンテキストモードを使用して、ワードなどのファイルを添付するのではなく、
メールそのものに①から⑤の項目を記載して、申込んでくださいますようお願い致します。
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●演題登録締め切り：平成29年7月26日（水）17：00必着
申
 込み後、当方から受付完了のメールを返信いたします。7月28日（金）を過ぎても返信がない場合はす
ぐにお問い合わせください。
（問い合わせ先：洛西シミズ病院 豊島：075-331-8778 内線2640）
■注意事項：新人理学療法士を対象としたものですので、共同演者なしでの申込みは認めません。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ください。相談できない、できる方がおられない
一人職場などの方は、連絡ください。
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ください。動画は使用できますが、クイックタイムムービーファ
イル（.mov）、MP4ファイル（.mp4）、またはウィンドウズメディアビデオファイル（.wmv）を用いて
ください。動画はリンクのみでなく、ファイルそのものを貼り付けてください。また、発表時に使用さ
れるスライドは、ファイルサイズが大きくなりすぎないようにしてください（動画を添付した状態で、
150MB以内にしてください。発表用のパソコンでは動画が動かせないなど、対応ができなくなってしま
います）。スライドは、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）に提出してください。スライド提出が発
表会より前になっていますが、これは指定発言（座長の求めに応じて、発表内容に対して、質問・コメ
ント・指導等を行います）の準備や動画の動作確認などを行うためです。スライド提出締め切り後の変
更はできません。ご迷惑をおかけしますが、御協力をお願いします。
●スライド提出の締め切り：動画使用者
動画未使用者

平成29年9月10日（日）17：00必着
平成29年9月17日（日）17：00必着

５．必ず連絡の取れる個人のアドレスから登録してください。同一施設から複数人申込みをされる場合も、
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登録してください。
■座長募集のお知らせ
 新人症例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。
１．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。
２．立候補していただける方は、メールの件名を「座長応募2017」とし、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、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）までご連絡ください。
●立候補締め切り：平成29年7月31日（月）17：00必着
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com

− 20 −

平成29年４月10日

京都府理学療法士会ニュース

№272

●生涯学習部●
平成29年度生涯学習部研修会・技術講習会予定
第1回研修会
日 時：平成29年6月25日（日）9：00～12：00
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「脳血管障害患者に対する装具療法の考え方」
講 師：大畑 光司先生（京都大学）
単 位：新人教育プログラム：C-1
認定・専門：基礎・神経・生活支援 10ポイント
参加費：無料（事前申込制）
※事前申込制となります。申込方法等は、4月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
ホームページの確認を忘れないでください。
第2回研修会
日 時：平成29年6月25日（日）13：30～16：30
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「災害医療から学ぶリスク管理～リハビリテーション専門職が知っておくべきこと～」
講 師：富岡 正先生（大阪医大）
単 位：新人教育プログラム：D-1
認定・専門：生活環境支援・教育・管理 10ポイント
参加費：無料（事前申込制）
※事前申込制となります。申込方法等は、4月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
ホームページの確認を忘れないでください。
第3回研修会
日 時：平成29年10月29日（日）9：00～12：00
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「関節可動域制限の基礎」（仮）
講 師：沖田 実先生（長崎大学）
単 位：新人教育プログラム：C-2
認定・専門：基礎・運動器 10ポイント
参加費：無料（事前申込制）
※事前申込制となります。申込方法等は、4月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
ホームページの確認を忘れないでください。
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第4回研修会
日時：平成29年10月29日（日）13：30～16：30
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「理学療法士だからできる地域への貢献」
講 師：高木 俊介先生（たかぎクリニック）
「地域における精神疾患を伴う患者の生活復帰に向けて」（仮）
西田 宗幹（秋津鴻池病院）
「医療機関から地域への連携」（仮）
単 位：新人教育プログラム：C-5
認定・専門：生活環境支援 10ポイント
参加費：無料（事前申込制）
※事前申込制となります。申込方法等は、4月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
ホームページの確認を忘れないでください。
技術講習会
日 時：平成30年1月28日（日）10：00〜16：00
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「糖尿病の理学療法」（仮）
講 師：野村 卓生先生（関西福科大）
単 位：新人教育プログラム：C-3
認定・専門：基礎・内部 10ポイント
参加費：4,000円（事前申込制）
※事前申込制となります。申込方法等は、5月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
ホームページの確認を忘れないでください。
【注意事項】
＊生涯学習部研修会は全て事前申込制となります。京都府理学療法士会ホームページ上に、後日、記載されま
す申込専用URLより、必要事項を記入の上お申し込みいただきます。
＊第1回～第4回生涯学習部研修会の定員は100名、技術講習会の定員は40名です。定員を超過した場合は、抽
選にて受講者を決定いたします。受講可否については、抽選終了後、申込サイト、およびホームページにて
ご連絡いたします。
＊なお、抽選は平成29年度会費納入済みの方（申込締め切りまでに入金していただくと参加者決定の抽選に反
映させることが可能です）、京都府理学療法士会会員の方が優先されます。
＊事前申込をされていない方、抽選で受講が認められなかった方は、当日会場に来られても研修会に参加する
ことができません。
＊研修会開始15分以降の入室、および研修会終了前の退室は、理由に関わらずポイント履修が認められません。
＊研修会への参加キャンセルは、必ず申込サイトから（申込締め切り後は問い合わせ先まで）連絡してくださ
い。連絡なしで研修会をキャンセルされた場合、以降の研修会受講者決定時に不利となります。
＊災害などにより研修会が中止になる場合があります。その際は、事前申込者へのメール連絡もしくは申込サ
イトやホームページで通知いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。
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●北部研修会●
第1回北部研修部研修会
日 時：平成29年7月2日（日）13：30～16：30 受付13：00
会 場：市民交流プラザふくちやま
テーマ：包括的心臓リハビリテーション
第１部：心不全のリハビリテーション
第２部：循環器疾患のクリニカルリーズニング～病態把握から運動処方まで～
講 師：第１部：白石 裕一先生（京都府立医科大学附属病院 医師）
第２部：山端 志保先生（京都府立医科大学附属病院）
内 容：これまで心疾患リハビリテーションの指導に関わってこられています医師と理学療法士のコラボ
レーションです。わかりやすく基礎医学から理学療法の実際までをご教授いただきますので、心リ
ハ施設以外の理学療法士でも日々のリスク管理に役立つ内容になると思います。
単 位：新人教育プログラム単位C-3
認定・専門領域 基礎・内部10ポイント
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
第2回北部研修部研修会
日 時：平成29年11月5日（日）9：00～12：00 受付8：30
会 場：未定
テーマ：（仮）運動器のリハビリテーション
講 師：加藤 浩先生（九州看護福祉大学）
内 容：膝・股関節を中心に人間の生体力学に関する研究に精通され、多くの著書も出されておられる先生を
お呼びしました。
この研修会が、解剖学、運動学のレベルアップのきっかけになることを期待しています。
単 位；新人教育プログラム単位C-2
認定・専門領域 基礎・運動器10ポイント
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
第3回北部研修部研修会
日 時：平成29年11月5日（日）13：30～15：00 受付13：00
会 場：未定
テーマ：理学療法を生かす褥瘡ケア～創のみかたから治療・予防指導まで
講 師：杉元 雅晴先生（神戸学院大学）
内 容：褥 瘡に対して、
ポジショニングやシーティングに理学療法士が関わることは多いと思いますが、各施設で
行われています褥瘡ラウンドの一員として、一歩踏み込んだ知識が得られる場になればと考えています。
単 位：新人教育プログラム単位D-2
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
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●公益事業部●
「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職、看護職を対象に介助教室を開催しています。主に起居動作、起立動作、トラ
ンスファーの介助方法の指導を行っています。今年も開催が決定しましたので、会員の皆さまにもスタッフと
して参加してくださる方を募集します♪♪
キャリアの浅いスタッフでも、事前勉強会を開催し、また当日は先輩ＰＴとペアとなりますので、安心して
参加頂けます。
多くの方のご参加お待ちしております♪
【事前勉強会】
平成29年5月16日（火）19：00～21：00（会場：京都第一赤十字病院）（予定）
【介助教室】
平成29年6月18日（日）9：30～13：00頃（会場：京都医健専門学校）（予定）
スタッフへの応募はメールにてお願いします。
件名を「介助教室スタッフ応募」とし、氏名、所属、経験年数を明記し、下のメールアドレスまでご連絡く
ださい。
【お問い合わせ、スタッフ応募先】
公益事業部 介助教室係 kaijokyositu@gmail.com

●業務推進部●
以下のミーティング、セミナーを予定しております。
小児ネットワーク勉強会
日 時：平成29年6月24日（土）15：00〜17：00
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
内 容：15：00〜『理学療法士が知っておきたい発達障害』
京都大学大学院医学研究科 加藤 寿宏先生
16：30〜質問・意見交換
近年、発達障害に関する社会の関心は高まっています。その問題の多くは、社会に適応する難しさといった
心理面に関するものであります。でも、この方々の多くが、運動企画の問題や、身体のバランス能力の悪さと
いった運動面の問題も併せ持っており、理学療法士として関わることも多くなっています。
しかし、私たち理学療法士は、この方々について学ぶ機会がなかなかありません。そこで、今回、京都大学
の加藤先生に、『理学療法士として知っておきたい発達障害』についてお話をいただきます。
日頃、発達障害に関わっておられる方、関心を寄せている方、皆さんのご参加をお待ちしております。
申し込み：件名を「小児ネット勉強会参加希望」とお書きいただき、氏名、所属を明記の上、下記のメール
アドレスに6月20日までに送信してください。
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業務推進部セミナー
日時：平成29年9月23日（土）14：00〜17：00
場所：京都医健専門学校
内容：人材育成 新人教育に関して（仮）
京都保育専門学院 学院長 岡本 匡弘先生
申し込み：件名を「業務推進部セミナー参加希望」お書きいただき、氏名、所属を明記の上、下記のメール
アドレスに9月14日までに送信してください。
※業務推進部申し込みメールアドレス：kyotoptg@gmail.com
 小児ネットワーク、管理者ネットワーク、在宅ケアネットワークでは、それぞれ登録者を募集しておりま
すので、ご興味のある方はぜひ、上記メールアドレスまでメールにてお申し込みいただきますよう、よろし
くお願いいたします。

理学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と理学療法A」
日 時：平成29年9月2日（土）9：30（開始）～9月3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29年7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①～⑦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
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
問い合わせ先：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 池添冬芽
（TEL 075-751-3967）
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協会指定管理者研修会（初級）の開催について
指定管理者研修委員会

平成29年度、協会指定管理者研修会(初級)を下記の要領で開催します。詳細につきましては、京都府理学療
法士会のホームページを御参照下さい。
１

受講要件
Ⅰ）所属部署の管理者、及びそれに準ずる会員
Ⅱ）Ⅰ）に加え、以下の3項目いずれかに該当する会員
①士会長の推薦者
②士会主催のマネジメント研修受講者
③回復期セラピストマネジャー、訪問リハビリテーション管理者、その他医療的マネジメントコースを
修了者
（
 ①については士会長推薦申請書を提出、②③は認定可能な講習会が決まっており、その修了証の添付
が必要です。詳細は京都府理学療法士会のホームページを確認ください。）

２

開催日時
平成29年5月21日（日）15：00～16：00（受付 14：30～）

３

会場
京都橘大学

４

優心館3階

E304教室

申し込み方法
日
 本理学療法士協会ホ－ムペ－ジの、マイペ－ジから必要書類を添付の上、事前に申し込みをしてくださ
い。
申込締切：平成29年5月12日（金）

５

参加費
無料

※ご注意ください！
日時、会場等が変更になる可能性がございます。京都府理学療法士会のホームページで必ずご確認ください。
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～Colum～
私の考える理想のリハビリテーション
原田病院 リハビリテーション科
上野 雅史
東部長（広報部）の元で私が初めて働いた病院にはマッサージ師が働いていた。臨床に出て間もない私は少
し疑問に思っていた。「その違いはなに？」と。その後も幾度となく柔道整復師やマッサージ師と働く機会を
得て、又、診療報酬制度などを学習していくうちに現状を理解するようになった。
柔道整復師の施術は身体の歪みに対して徒手矯正を行うことが多く、有痛性疾患に対して非常に高い治療効
果を与えると思われる。外来有痛性疾患患者の多くは痛みの除去を希望されるが臨床経験の浅かった私には痛
みを除去する手段がなく途方に暮れていた。そのころから柔道整復師らと働く機会があり、痛みの除去に対す
るストイックな姿勢に共感を抱くようになり、理学療法・柔道整復療法問わず勉強会に参加するようになった。
そして、現在の病院で再び柔道整復師と共に働くこととなった。
柔道整復師には理学療法について伝達講習を行い、「疾患別に当てはまらない」「期限超え」外来・入院患
者のリハビリをお願いしている。これによりリハビリ難民が減り、全入院患者様にリハビリテーション科とし
て何らかの関わりを持てるようになった。
柔道整復師から「歪みの診断・矯正」や「即時効果」を教わり、PTがADLや機能訓練、又予防リハビリなど
について伝達する。職種間の隔たりをなくす事により相乗効果が生まれ患者様に大きく還元できていると考え
ている。
臨床経験の浅いころに抱いていた疑問が尊敬に変わり、現在は信頼関係に発展した。私にとっては理想のリ
ハビリテーションである。

職場以外での体験記やコラムを募集しています。会員の皆さん、是非、職場で考えているこ
とや、何かトピックスがあれば投稿して下さい。
また、広報部部員が会員の皆様に記事のお願いをさせて頂くことがあります。
その折には、是非快くお引き受けいただければと思います。
どうか宜しくお願い致します。

（広報部）
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Tea Break
●名前
小竹 里佳
●所属施設名
京都下鴨病院
●ＰＴ経験年数
９年目
●マイニュース
2014年9月からの2年間、JICAボランティアのPTとしてベトナム・ホーチミン市整形リハビリテーションセン
ターでの活動を経験させて頂きました。
現地では、覚えたてのベトナム語や英語に加えて身振り手振りでコミュニケーションをとりながら、ベトナ
ム人の同僚たちと共に小児リハビリテーション室の立ち上げ、小児・成人の整形疾患や脳卒中後遺症の患者様
への治療、勉強会や講習会の企画・運営を実施しました。言語・民族・食事・教育・気候…など異文化社会で
の活動は一筋縄では行かないことも多く、自分の力不足に弱音を吐いたり涙したりしたこともありましたが、
同僚たちの陽気さ、優しさ、情の熱さに助けられながら最後まで乗り切ることができました。
帰国後は「今後もベトナムの人々と繋がって、共に成長していけるように」と、まずは自身の専門性を高め
るべく、昨年11月より京都下鴨病院に勤務しています。また今年5月には、HAS-ASSA-APOA Conference 2017
にゲストスピーカーとして招かれた現・上司である小野志操RPTに同行し、学会に参加する予定です。加えて
同年8月には、活動中に支援して頂いた一般社団法人・体表解剖学研究会の先生方と「第3回筋触察セミナーin
ベトナム」を開催予定です。こちらの研究会では、「JICAボランティア予定者へのサポート事業」も行ってい
ますので、興味のある先生方はぜひ研究会のホームページhttp://surface-anat.com/news_jica.htmlでご確認下
さい。
最後に、私一人の力で出来ることはわずかですが、今後も周りの方々の力をお借りしながらベトナムとの架
け橋になれたらいいなと思っています。
●趣味＆オススメ情報
オススメの書籍：聞いて覚える医学英単語 キクタンメディカル １．人体の構造編
＜紹介文＞
海外生活を経験して「医療英語」の重要性を感じている日々ですが、いざ英語表記の解剖学書を眺めてみて
も、ラテン語由来の専門用語の発音がわからずにもどかしく思うことが多々ありました。そんな中、本編では
PTに必要な運動器系や脳・神経・脈管系の専門用語も、付属のCDにネイティブの発音が収録されています。
他にもシリーズとして何冊か発行されているので、医療英語の学習にオススメです。

おわび
NOW前号のTea Breakで紹介させて頂きましたニコルソン和葉さんの所属が抜けておりました。「独立行政法人 国
立病院機構 宇多野病院」です。誠に失礼いたしました。
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平成29年度
日程

6月4日
※新人
必須初
期研修

時間

京都府理学療法士会ニュース

学術局研修会予定（※申込方法等詳細は各部からのお知らせ・HP等でご確認下さい。）
講師

新プロ単位

理学療法と倫理

池添 冬芽先生
（京都大学大学院医学研究科）

A-1

11：00～
11：40

協会と生涯教育システム

市橋 則明先生
（京都大学大学院医学研究科）

A-2

11：50～
12：30

理学療法における関連法

中本 隆幸先生
（京都きづ川病院）

A-5

13：30～
14：10

人間関係及び接遇

江平 知子先生
（聖ヨゼフ医療福祉センター）

A-4

14：20～
15：50

理学療法と医療安全

山中 寛恵先生
（京都大学医学部附属病院）

A-3

9：00～
12：00

脳血管障害患者に対する 大畑 光司先生
装具療法の考え方
（京都大学）

10：00～
11：00

№272

テーマ

認定専門領域

C-1

基礎・神経・
生活支援

13：30～ 災害医療の専門家からみ 富岡 正先生
16：30 たリハにおけるリスク管理
（大阪医科大学）

D-1

生活環境支援・
教育・管理

7月2日

白石 裕一先生、
山端 志
13：30～ 包括的心臓リハビリテーショ
保先生
（京都府立医科大学
16：30 ン
附属病院）

C-3

基礎・内部

7月29日
30日

13：00～18：40
9：00～17：10

第1回新人技術講習会「運
市橋 則明先生、建内 宏重先生
動学に基づいた理学療法
（京都大学大学院医学研究科）
の理論と実際」

B-2

6月25日

8月20日

9月24日

9月28日

「あっ、
大変！人が倒れた！」
あ
13：00～ なたなら、
どうする？―蘇生
14：30 に関する基礎知識と心肺
蘇生法の練習―

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

15：15～
16：45

嶋田 誠一郎先生
（福井大学医学部附属病院）

B-2

膝関節の障害に対する理
学療法

10：00～ （仮）症例報告・発表の仕 横山 茂樹先生
11：30
方
（京都橘大学）

B-4

10：00～ （仮）
理学療法の研究方法 伊藤 郁乃先生
11：30
論
（EBT含む）
（東京病院）

D-3

13：00～17：30
（予定）

新人症例発表会

C-6

19：00～
20：30

臨床実習指導者が考えて
中本 隆幸先生
おくこと―理学療法士の発
（京都きづ川病院）
展のために―

発表者のみ新プロ単位認定

9：00～ （仮）
関節可動域制限の基 沖田 実先生
12：00
礎
（長崎大学）
10月29日

11月5日

（仮）
「地域における精神疾
高木 俊介先生
患を伴う患者の生活復帰
13：30～
（たかぎクリニック）
に向けて」
16：30
西田 宗幹先生
（仮）
「 医療機関から地域
（秋津鴻池病院）
への連携」

C-5

9：00～ （仮）運動器のリハビリテー 加藤 浩先生
12：00 ション
（九州看護福祉大学）

C-2

13：30～
15：00

D-2

理学療法を生かす褥瘡ケア～創 杉元 雅晴先生
のみかたから治療・予防指導まで （神戸学院大学）

11月22日

19：00～
堀江 淳先生
（仮）
呼吸リハビリテーション
20：30
（京都橘大学）

12月3日

9：00～
17：00

12月17日

壇 順司先生
（帝京大学）

1月20日
21日

13：00～18：40
9：00～17：10

B-2

1月28日

未定

野村 卓生先生
（関西福祉科学大学）
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京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

市民交流プラザ
ふくちやま

北部研修部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

新人教育部

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

京都大学医学部
人間健康科学科

生活環境支援

生涯学習部

基礎・
運動器

未定
未定

北部研修部

京都大学医学部
人間健康学科

新人教育部

京都橘大学
（明優館）

学会部

C-2
C-4

（仮）
糖尿病の理学療法

新人教育部

基礎・
運動器

E-2

15：15～ （仮）
高齢者リハビリテーショ 備酒 伸彦先生
16：45 ン
（神戸学院大学）
第2回新人技術講習会「運動学に 市橋 則明先生、建内 宏重先生
基づいた理学療法の理論と実際」 （京都大学大学院医学研究科）

京都教育文化
センター

新人発表部

第28回京都府理学療法士
学会

13：00～
（仮）
下肢の解剖
14：30

担当

京都大学医学部
人間健康科学科

E-1
C-2

場所

C-3

京都大学医学部
人間健康学科
基礎・
内部

新人教育部

生涯学習部
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次号
（7月10日発行）
よりNOWがリニューアルいたします！
！
会員の皆様にむけて表紙の写真の投稿を募集します。
作

品：カラーの単写真

サ イ ズ：自由（ヨコ）
応募資格：会員のみ
投稿規定：本人撮影に限る（ネット作品等 盗用しない）
肖像権や著作権の問題など使用許諾を得たものに限る
人物撮影についても同様
応募枚数：毎号

一人一点のみ

募集期間：随時
特

典：あるかもしれないし、ないかもしれない

☆検討中です☆

応募方法：メ ールのタイトルに「NOW 表紙写真」とし、氏名・ふりがな・所属先・
連絡先（メールアドレス・電話番号）・写真についての簡単な説明をお書き
いただき、広報部のメールアドレス kpta.now@gmail.com まで写真を
添付して送信してください。

皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。

編 集 後 記
今年もまた桜の季節がやってきました。あっという間に散ってしまう桜を日本人はこんなにも大切
に、こんなにも楽しみにしているものなのですね。ところで皆さん、桜の花の花言葉をご存知ですか？
「精神の美」「優美」です。単に“美しい”という事ではなく、“内からくる美しさ”だと私は理解し
ています。ある人は「桜は、寒い冬があるからこそ、美しい花を咲かせる」と言います。辛い思いを
乗り越えてこそ「心の内から美しくなる」ものと、桜を愛でながら学びたいですね。
新年度、新しく会員になられました皆様、京都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。
（広報部部長 東 佐登美）
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