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会 長 行 動 記
12月２日･ 三役会（士会事務所）
　　６日･ ･京都訪問リハビリテーション実務者研修会

（第１日赤）
　　８日･ ･第６回地域包括ケアシステム委員会（士会事

務所）
　　９日･ 理事会（士会事務所）
　　12日･ ･地域包括ケア士会指定事業研修会（医師会

館）
　　17日･ ･事務員さんと会議（依岡事務局長と）（士会

事務所）
１月５日･ 打ち合わせ会議（依岡事務局長と）
　　７日･ 京都府医療トレーニングセンター運営委員会
･ 第４回在宅小委員会（医師会館）
　　12日･ 吸引研修会打ち合わせ会議（関理事と）
　　13日･ ･人にやさしい介護機器支援開発プロジェクト

会議（平安ホテル）
　　16日･ ･京都私立病院協会新年懇親会（ブライトンホ

テル）
　　17日･ ･第26回京都府理学療法士学会（京都市呉竹文

化センター）
　　18日･ ･第７回地域包括ケアシステム委員会（士会事

務所）
　　20日･ ･福祉介護用品協会情報交換会（依岡事務局長

と）（社会福祉会館）
　　22日･ ･下京東部地域包括支援センター　大久保氏と

話（介護予防事業について）
　　23日･ POS三団体会長会議（カフェ鴨川）
　　24日･ 地域包括ケア研修会（京都テルサ）
･ ･鍼灸マッサージ師会新年会（京都ロイヤルホ

テル）
　　28日･ 災害対策委員会（カフェ鴨川）

　　30日･ 表彰審査委員会（田町カンファレンスルーム）
　　31日･ 府民公開講座（京都大学）
･ ･京都府薬剤師会新年のつどい（ホテル　オー

クラ）
２月４日･ 京都府医療トレーニングセンター運営委員会
･ 第５回在宅小委員会（医師会館）
　　６日･ 第４回在宅医療実地研修会（医師会館）
･ ･府立医大リハ医学教室後援会・京都リハ医学

研究会合同懇親会（ウェスティン都）
　　７日･ ･第２回京都リハビリテーション医学研究会

（京都国際会議場）
　　11日･ ･就業フェア　見学（依岡事務局長と）（大阪

ヒルトンプラザ）
　　12日･ ･広末　利弥氏お別れの会（京都ブライトンホ

テル）
　　13日･ ･医師会新春賀詞交歓会（京都グランヴィアホ

テル）
　　14日･ 介護予防リーダー研修会（京都テルサ）
　　15日･ ･地域連携パス運営会議　第30回脳卒中連携パ

ス運営会議
･ ･第34回大腿骨近位部骨折連携パス会議（医師

会館）
　　17日･ 三役会（士会事務所）
　　19日･ ･介護支援専門員会近畿学術大会開会式（京都

テルサ）
　　20日･ 理事会（士会事務所）
　　21日･ ･臨時近畿ブッロック会議（依岡事務局長と）

（新大丸ビル）
　　23日･ 地域包括ケア連携交流促進会（医師会館）
　　26日･ 医療推進協議会代表者会議（医師会館）

平成27年度　第4回理事会議事録
日　時：2015年12月9日(水)　19：00～22：00

場　所：士会事務所

出席者：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・池添・

島・関・中本・今井・草下・西川（書記）

≪報告事項≫

１．会長報告

9月27日：滋賀県理学療法士会創立40周年記念式典・

懇親会に出席、9月28日：第4回介護機器・福祉体験

展実行委員会に出席、9月30日総合医療基金のヒアリ

ングに出席、10月7日：保険医協会と3団体の懇談会

に出席、10月16日：第4回就業フェア実行委員会に出

席、10月30日：小川克己氏と士会有志理事との話し

合いに出席、11月5日：京都府医療トレーニングセン

ター運営委員会に出席、11月9日：地域連携パス運営

会に出席、11月20日：京都私立病院協会創立51周年

記念式典・懇親会に出席、11月21日：近畿ブロック

会議に出席
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２．近畿ブロック会議（11月21日）の報告

・･2016年は11月26-27日に和歌山県士会主催、2017年

は11月11-12日に滋賀県士会主催で開催予定

・･災害対策については情報交換をしながら士会単位

で進めていくことが確認された

・･地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度

の各士会の取り組みについて状況報告がされた

・･新人教育プログラムにおける臨床見学受入施設制

度およびe-ラーニングについて

３．会計中間監査（11月25日）について

・･適切な会計処理がされている。ただし作業が大変

なため、担当事務員の検討が必要と思われる。

４･．基金事業承認報告（3件480万円）および補正予

算について

・･休会者・退職者の理学療法士に対しての復職支援

事業（80万）

・･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（100万）

・･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（300万）

５．会員管理フローについて

・･会費未納者に対する会員権利停止について、現在

は2年間未納の場合が改定後は1年間未納の場合に

翌年度4月より会員権利停止となる。

・･士会では現在177名が会費未納である。来年度4月

に強制退会対象となるため、該当者宛に案内を送

付する予定

６．各部の報告

【総務部】

・公文書発行（No.67～No.123）

・基金による復職支援事業について

　･10月末締め切りで①復職支援研修事業、②求人情

報の提供について広報した。①については、1名の

申し込みがあり、12月7日~11日に研修を実施予定。

②については、3名の申し込みがあり、就業フェア

の冊子や求人情報について郵送済み。

【財務部】

・現在会員数：2281名（内休会91名）

・･H26・27年度会費未納者：22名、H27年度会費未

納者：155名

・･楽天クレジット申込会員：1391名、未申込会

員：783名

【学会部】

・･京都府理学療法士学会の抄録集は12月10日完成

予定、発表演題数：32演題

・･業務推進部のネットワークミーティングを昼休

みに検討していたが時間の都合より中止

【北部研修部】

・･北部研修会の講師依頼の公文書で講演時間にミ

スがあった。今後の対応策として、公文書は事

務局で二重チェックをしてから発行する。

【公益事業部】

・･公開講座（2016年1月31日）および来年度の理学

療法の日でのイベントの進捗状況について

・･京都・健康と福祉のひろばを11月8日に開催した

・･介助教室（12月12日）を京都医健専門学校にて

開催予定

【保険部】

・･診療報酬改定に関するアンケート調査：回収率

47%（回収数149）、12～1月にかけて集計作業

・･平成28年診療報酬改定：中央社会保険医療協議

会の論点について士会ホームページに掲載予定

【業務推進部】

・･12月6日に小児ネットワークミーティングを開催

・･管理職ネットワークミーティングを2016年2月に

開催予定

【その他】

・･「RUN伴」に京都府理学療法士会として3名が参

加

・･京都府医師会在宅医療・地域包括ケアサポート

センターについて

・･京都府保険医協会との懇談会について
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・･人に優しい介護支援機器開発プロジェクト：ア

ドバイザーとして岡村氏（京都山城総合医療セ

ンター）、平山氏（三菱京都病院）、小幡氏

（舞鶴赤十字病院）に派遣依頼

・･･平成27年度公益法人京都府介護支援専門員会特

認理事活動報告

・･･日本理学療法士協会組織運営協議会報告

・･･災害対策としてJIMTEF災害医療研修ベーシッ

クコースに加藤氏（第一日赤病院）を派遣

≪討議事項≫

１．今後の京都府理学療法士会について

・･地域包括ケアシステム対応の推進強化のため研修

制度を３士会（PT・OT・ST）合同で検討していく

・･京都府士会において、地域包括ケア推進や地域包

括ケアシステムに関する推進リーダー制度を担当す

る部を次年度の組織に新設することが承認された

・･次年度の士会役員の選挙告示において、定款に基

づき理事は15名で告示を行う

２．代議員選挙について

・･立候補受付は来年1月で京都の定員は8名（3名補

欠）。士会役員としては現職の代議員が立候補す

ることが承認された。

３･．次期京都府理学療法士学会学会長の選出につい

て

　･京都大学医学部附属病院の南角氏が次期学会長と

して承認された。

４･．京都府士会ホームページのリニューアルについ

て

　･士会ホームページのリニューアル費は70～80万円

かかる見込みのため、補正予算を組むことが承認

された。

５．その他

・･京都病院学会（2016年6月12日）の委員として中本

理事が承認された

・･協会賞に依岡事務局長を推薦することが承認され

た。

６．今後の予定

・･三役会：平成28年1月13日（水）19：00～事務所に

て

・･第5回理事会：平成28年1月20日（水）19：00～事

務所にて

・･三役会：平成28年2月17日（水）19：00～事務所に

て

・･第6回理事会：平成28年2月20日（土）15：00～事

務所にて

・監査：平成28年3月2日（水）19：00～事務所にて

・三役会：監査会終了後

・･総会：平成28年4月3日（日）15：00～杉浦地域医

療研究センター

●仮決算　提出〆切：平成27年12月25日（金）：

　･平成28年2月5日までの支出を考慮しての仮決算を

財務部に提出

●事業計画案、予算案　提出〆切：平成28年1月10日

（日）

　事業計画案は事務局、予算案は財務部に提出

●事業報告、決算報告　提出〆切：平成28年2月5日

（木）

　事業報告は事務局、予算案は財務部に提出

平成27年度　第5回理事会議事録
日　時：2016年1月20日(水)　19：00～22：00

場　所：士会事務所

出　席：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・池添・

石井・黒木・島・今井（書記：吉岡）

　　　（欠席：関・中本・草下）･
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≪報告事項≫

１．会長報告

　･1/7京都府医師会在宅委員会、1/13介護機器プロ

ジェクト会議、1/16私立病院協会新年懇親会、

1/17京都府理学療法士学会の報告

２．各部局より

【総務部】

・･公文書発行：No.･ 124共催名義使用承諾書（第4

回リハビリテーション福祉用具・機器体験展）

No.125後援名義使用承諾書（第1回きょうと地域

リハビリテーションフォーラム）No.126出張許

可願（下肢の運動学と理学療法B）No.127後援名

義使用承諾書（第8回日本静脈経腸栄養学会近畿

支部学術集会）No.128後援名義使用承諾書（第

26回日本臨床工学会）

・･･事務局員について：本年度で1名退職する予定な

ので、後任の事務員について現在調整中

【財務部】

・･･H27年度新入会の未入金者：1名、･H27年度士会

員の未入金者：102名

・･H27年度仮決算報告

【学会部】

・･第26回京都府理学療法士学会報告：参加者数261

名、発表演題数32演題

【保険部】

・･総会前に平成28年度診療報酬改定に関する講義

を実施する

・･アンケート調査の集計報告

【公益事業部】

・･1/31(日)市民公開講座：申込み者が多いため、会

場を京大人間健康科学科の5階講義室に変更

【業務推進部】

・･2/26に管理者ネットワーク意見交換会を予定

【その他】

１･．介護職場環境改善アドバイザー派遣事業：士

会員より3名（岡村氏、平山氏、小幡氏）派遣

２･．京都府医師会在宅医療・地域包括ケアサポー

トセンター

　・･生活機能向上研修について士会HPにて会員へ

周知する

　・･「排泄支援Part」（担当：布川理事）ブレー

ントラスト会議：1月14日、3月11日

３･．リハビリテーション福祉用具・機器体験展へ

の協力依頼については布川理事が調整

４･．財務省介護保険改革案に関する情報交換会報

告

５･．和歌山災害研修について士会HPに掲載する

≪討議事項≫

１．平成28年度事業計画および予算案の審議

・･「地域包括ケア推進部」を平成28年度組織に新

設することが承認された。また災害対策委員会

の設置についても承認された

・･第27回京都府理学療法士学会について、平成29

年1月22日(日)・京都市呉竹文化センターでの開

催が承認された

２．代議員選挙について

　･京都の定員は8名で立候補受付は1月22日まで。士

会役員としては現職の代議員とともに、島理事が

立候補することが承認された。

３．役員選挙

　･2/1～3/2役員立候補期間、理事の定員は15名で告

示する

４．日当の改定について

　理事会および三役会の日当改定が承認された。

５．研修会の講師謝金の改訂について

　学術局より提案があり承認された。

６･．ブレーントラスト会議　食支援Part相談事業に

係るアンケートの回答内容について承認された。

７．理事会欠席の場合の対応

　･理事会で討議事項がある場合に理事が欠席する場

合は部長・副部長に代理出席してもらうことが承

認された。

８．表彰審査委員会より

　士会功労賞の候補者3名について承認された



平成28年４月８日　　　　　　　　　　京都府理学療法士会ニュース　　 　　　　　　　　　　　　№268

− 6−

≪今後の予定≫

三役会：平成28年2月17日（水）19:00～事務所にて

第6回理事会：･平成28年2月20日（土）15：00～事

務所にて

監査会：･平成28年3月2日（水）19：00～事務所に

て

三役会：監査会終了後

総　会：･平成28年4月3日（日）15：00～京都大学

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

ホールにて

事業報告、決算報告　提出〆切：平成28年2月5日

（木）（生涯学習部のみ2月10日）

平成27年度　第6回理事会議事録
日　時：2016年2月20日（土）　15：00～18：00

場　所：士会事務所

出　席：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・池添・

石井・黒木・島・関・中本・今井・草下･

（書記：今井）

≪報告事項≫

１．会長報告

　･1/23三団体協議、1/24京都府鍼灸マッサージ師会

新年会、1/31京都府薬剤師会新年会、2/6府立医大

懇親会、2/11大阪就業フェア、2/13医師会新年会、

2/15脳卒中パス会議等の報告

２．各部より

【総務部】

・公文書発行　No.124～･No.134

・･基金による理学療法士復職支援研修事業の再募

集について

・･希望退会者の対応について

【財務部】

・･27年度決算報告

・･28年度予算案の確認

【学会部】

・･第26回京都府理学療法士学会の決算報告及び学

会奨励賞候補について

【保険部】

・･診療報酬改定の資料をHPに掲載

・･アンケート集計結果についてもHPに掲載予定

・･介護保険事業における業務基準・手順書マニュ

アル：京都府作成の自主点検表を参考にマニュ

アル作成を進めている

【業務推進部】

・･管理者ネットワーク：　2月26日に意見交換会開

催予定。各施設へ案内FAX送信済み。

３．その他

①･弔慰・見舞金規定：規定（案）について確認・承

認された。

②･協会指定管理者（初級）の取得について：HPにて

会員に周知する

③･京都府理学療法士学会の学会奨励賞について：今

後は表彰審査委員会から独立させ、京都学会準備

委員会で候補者を決めて２月の理事会に挙げるこ

ととなった。

≪討議事項≫

１･．士会ホームページのリニューアルについて（広

報部）

　･デザイン（案）が確認された。3月中にリニューア

ルする。

２･．北部研修部の７月10日研修会の計画案・予算案

の修正について（北部研修部）

　講師謝金及び開催時間について確認・承認された。

３･．第27回京都府理学療法士学会について（学会部）

　内容、日程、予算について承認された。
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４･．総会前の講演及び保険部研修会日程について

（保険部）

・･総会前の診療報酬改定に関する講演は14時から

実施することとなった。

・･保険部研修会の日程は8/11（木・祝）に決定した。

５･．2016年度介護予防推進キャンペーン（H28/7/17

開催予定）について（公益事業部）

　「介護予防・健康増進」をテーマに企画を進める。

６．近畿理学療法学術大会について

　･財政面や日本理学療法学会分科学会化に伴う学会

数の増加などを考慮すると、今後の本大会のあり

方については検討が必要。

７．H27年度健康福祉部関係団体人権研修について

　･3/1（火）のLGBT研修について理事が参加対応する。

≪今後の予定≫

監査会：･平成28年3月2日（水）19：00～　事務所

にて

三役会：監査会終了後

総　会：･平成28年4月3日（日）15：00～（総会前

講演は14：00～）

　　　　･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

第1回理事会：総会終了後

『第26回京都府理学療法士学会』報告

“みちしるべ”～それぞれの理学療法士が目指していくもの～を終えて

第26回京都府理学療法士学会　学会長　中本隆幸

（医療法人　啓信会　京都きづ川病院）

平成28年１月17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おき

まして、第26回京都府理学療法士学会を開催させて

頂きました。

当日は、雨の予想でありましたが、学会準備委員

一同の願いが通じたのか、雨が降ることなく開催す

ることが出来ました。学会参加人数は、261名（京都

府理学療法士会員220名、他府県士会員28名、理学療

法士学生８名、その他５名）で多くの会員の方に足

を運んで頂きました。

学会開始に伴い開会のご挨拶をさせて頂き、引き

続き学会奨励賞授与式を行いました。今回は、京都

民医連第二中央病院の貞宗佑季先生が授賞されまし

た。並河茂会長より表彰状が手渡されましたが、表

彰状の入れられた素敵なお盆が段ボール箱に入れら

れたままというハプニングもありました。しかし、

このような賞を受けられる先生方が益々増えていく

事を願いながら授与式を行わせて頂きました。

特別講演では、兵庫医科大学リハビリテーション

医学教室の主任教授であられる道免和久先生より

『脳卒中リハビリテーションにおけるパラダイムシ

フト』というタイトルの下、ご講演を頂きました。

非常に興味深い講演であり、90分という講演時間が

あっという間に

過ぎてしまいま

した。今、私た

ちは厚生労働省

より理学療法ア

プローチに関し

て、ＡＤＬの改
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善、ＱＯＬの向

上を求められて

います。当然そ

れに向かったア

プローチは必要

でありますが、

機能障害に目指

したアプローチも必要です。その一連の課程をパラ

ダイムシフトという表現で表して頂き、今後私たち

が進んでいくまさに“みちしるべ”をご提示して頂

けたかと思います。

教育講演Ⅰでは、大阪行岡医療大学の堀竜次先生

より『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』というタイトルの下、呼吸器

系リハ、循環器系リハのお話を中心に進めて頂きま

した。臨床にも深く関わっておられる、堀先生なら

ではのご講演でした。若い先生方へ、身体所見やバ

イタルサインを見逃してはいけないこと、また、た

だ検査するのみではなく、その数値が何を意味して

いるのかを理解した上で検査に臨まなければならな

いことなどをご教授頂けたかと思います。消化しき

れない会員の方々もおられたかと思いますが、日々

の業務の中で一つずつ取り組み、また、学びなおし

て頂ければと思いました。そして、この中でも多く

の“みちしるべ”をご提示頂けました。

教育講演Ⅱでは、大阪大学医学部附属病院の木村

佳記先生より『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―』というタイトルの下、

運動器系リハのお話をして頂きました。お若い先生

ながら、臨床・研究におきまして私たちを引っ張って

くださっている先生のお一人です。運動器疾患の中

でも特に膝関節疾患を中心に解剖学・生理学からア

プローチにわたるまで幅広くお話をして頂きました。

障害を持たれた患者さんの現象のみにとらわれるの

ではなく、その患者さんの将来を考えていくことの必

要性をあらためて感じさせて頂き、木村先生のご講

演の中でも“みちしるべ”をご提示頂けました。

演題発表は３２演題におよび、それぞれのセッ

ションにおきまして演者・座長・会場が一体になり、

熱く議論が交わされておりました。この一つ一つの

積み重ねが、若い先生方への“みちしるべ”となれ

ば光栄に思います。

先程より、頻繁に使用しております今学会のテー

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～は、特に５年未満の若い会員の方々

にメッセージをお伝えしたく、企画致しました。学

会抄録集にも“学会長あいさつ”として掲載させて

頂きましたが、私たちの仕事は多岐にわたっており

ます。その様々な分野での理学療法が会員の皆様に

とって有意義であることが、患者さん、利用者さん

に対して良いアプローチ効果を出していく源になる

と考えております。今学会にご参加頂いた会員の皆

様、また、参加はできませんでしたが、日頃から臨

床業務等に関わられている会員の皆様にとりまして、

今後も良い“みちしるべ”に出会えますことを祈念

しております。

最後になりましたが、今学会におきまして講師を

快くお引き受け下さいました、道免和久先生、堀竜

次先生、木村佳記先生に厚く御礼を申し上げます。

また、今学会の準備委員の皆様、司会・座長をお引

き受け下さいました先生方、演題発表をして頂きま

した先生方、また日頃より京都府理学療法士会にご

支援、ご協力を頂いております会員の皆様方にお礼

を申し上げます。本当にありがとうございました。

次回の第27回理学療法士学会も盛大に盛り上げてい

きましょう。今後とも宜しくお願い致します。
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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　　南角　学
準備委員長　　西川　徹

第27回京都府理学療法士学会のご案内（第１報）

　この度、第27回京都府理学療法士学会を平成29年1月22日（日）に、京都市呉竹文化センターで開催致します。
　本会のテーマは『理学療法における臨床的視点と科学』としました。
　質の高い理学療法を実践していく上で必要な事は、患者さんの問題点に対して科学的根拠と理学療法士の臨
床的視点、患者さんの意向・価値観を統合し、最良の治療計画や手技を選択することです。
　個人的な経験や憶測、伝統による理学療法では質の高い理学療法を実践することに限界があり、場合によっ
ては患者さんにとって不利益になることさえ考えられます。
　そこで、質の高い理学療法を実践していく上で必要な『理学療法における臨床的視点と科学』をテーマに掲
げました。理学療法を科学し、最良の理学療法を患者さんに提供し、社会に発信していくことで、理学療法の
社会的認知度を高めることにもつながります。
　本会には特別講演や教育講演、シンポジウム、一般演題、ランチョンセミナーなどたくさんの企画を用意し、
皆様の活発な議論が行われるよう、開催準備を進めております。京都府理学療法士会員をはじめ、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1月22日（日）　10：00～17：00（受付開始･9：30～）
●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
●テーマ：理学療法における臨床的視点と科学
●参加費：無料

【プログラム企画】
◯特別講演･ ・「歩行の神経制御機構とリハビリテーション（仮題）」
･ 　花川隆先生（国立精神・神経医療センター脳病態統合イメージングセンター先進脳画像研究部）
◯ランチョンセミナー･・「膝関節のキネマティクス（仮題）」　
･ 　栗山新一先生（京都大学医学部整形外科）
◯教育講演Ⅰ･ ・「転移性骨腫瘍の画像診断とリハビリテーション（仮題）」
･ 　池口良輔先生（京都大学医学部整形外科　兼　リハビリテーション科）
◯教育講演Ⅱ･ ・「集中治療領域の理学療法（仮題）」
･ 　岩田健太郎先生（神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部）
◯教育講演Ⅲ･ ・「脳卒中の予後予測（仮題）」
･ 　石倉隆先生（大阪保健医療大学大学院保険医療学研究科）
◯シンポジウム･ ・「運動器疾患に対する理学療法の臨床と研究（仮題）」
･ 　岡徹先生（京都警察病院理学療法室）
･ 　宮坂淳介先生（京都大学医学部附属病院リハビリテーション部）
･ 　治郎丸卓三先生（滋賀医療技術専門学校理学療法学科）
◯一般演題

演題募集、その他詳細に関しましては、NOW7月号およびホームページに掲載致します。

【お問い合わせ先】　学会準備委員長　西川　徹（京都大学医学部附属病院リハビリテーション部）
　　　　　　　　　　e-mail：torun@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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府民公開講座を終えて

学研都市病院　石原みさ子

平成28年1月31日（日）、京都大学医学研究科５階

で府民公開講座が開催されました。今回は京都大学

医学部教授の森谷敏夫先生に、“健康寿命を伸ばす

運動と食事”というタイトルでお話をしていただき

ました。

100人を超える参加者を集めたいという悲願を達成

した記念すべき府民公開講座でした。健康寿命を延

ばすことをテーマとした講演なので比較的ご高齢な

方が多く集まるものと思い準備を進めていましたが、

20代からご高齢な方まで幅広く集まっていただけま

した。講座を運営していく上での安全管理、会場の

選定など課題は多くありますが、大成功を収めた府

民公開講座となりました。

軽快なテンポで進められるお話は楽しく、ぐいぐ

いと引き込まれてしまうものでした。今まで見聞き

してきた“運動と食事”に関する話しを、科学的な

根拠とともに見事に覆されるものでした。さらには

先生ご自身の鍛えぬいた美ボディーのご披露があり

年齢を感じさせないそのエネルギーにすっかり魅了

されていました。

最近よく聞くようになった腸内フローラに関する

お話、脳と腸の連携に関するお話、スポーツにから

めたお話、さらにはダイエットにからめたお話など

興味深いものでした。お正月以降、冬眠前のクマの

ような飽くなき食欲を抱え右肩上がりの体重にうん

ざりしていた私は、その食欲の背景を理解し、食事

量と内容を見直すことができました。“最近、お肉

を食べてないからパワーが出ない。仕事が進まな

い！！”と思っていたのですが、どうやらそうでは

なかったようでした。肉食生活をしていた私の腸に

は“お肉を愛する腸内菌”がうようよと存在し、お

肉の消化活動をしたくてうずうずとし“肉を食べ

ろ！！”と脳に再三懇願している状態でした。小難

しい医学用語ではなくシンプルに表現すると、旺盛

な食欲が自然と収まり自称アスリートにふさわしい

食生活に戻すことができました。

ダイエットに関する誤った理解にも、苦笑するし

かありませんでした。2kg程度の体重の増減は脱水ま

たは摂取した栄養分の分解のために必要な水分によ

る増減で、一喜一憂するような現象ではないことを、

あれほど軽快に話されるとしっかりと記憶に残りま

した。

たくさん印象的なお話があり、メモ帳を見なくて

もまだまだ書き出せそうですが、書面の関係上この

辺で割愛します。

一般的に言われていることや常識は疑ってかかり、

科学的根拠を持って解釈すると真実が綺麗に見えて

くるように再認識しました。

健康寿命を延ばすには、ご飯とお味噌汁そしてぬ

か漬けのシンプルな食事を心がけて、年齢的な若さ

には負けない深みのある魅力的な肉体を持った生涯

現役のイキイキとした毎日を送っていきたいと思っ

ています。

森谷敏夫先生はこの春ご退官されるそうなので、

今回の府民講座が“京都大学での最後の授業”とな

りました。そんな講座にスタッフとして関われたこ

ととても感謝しています。講座の運営にご協力くだ

さった多くの先生方、ありがとうございました。
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JIMTEF災害医療研修報告

この度、士会より御推薦頂きJIMTEF災害医療研

修(1/10-11)に行かせて頂きました。今回の研修では、

災害医療概論や避難所運営ゲームHUG、実災害報告

など充実した内容でした。参加団体は作業療法士協

会・言語聴覚士協会・鍼灸師会・マッサージ師会な

ど多団体から参加されていました。

講習内容として災害医療概論では、大きな医療

ニーズに対して少ない人的資源でいかに補うかなど

御教示頂きました。災害時は混乱した情報の中で正

確な情報を掴むために情報管理の重要性を感じまし

た。正確な情報管理を行うことで正しいリソースが

成立します。HUGゲームでは、テーブルワークで実

際の避難所運営を行い、我々が入っていくべき避難

所の成り立ちを勉強しました。実災害報告では、リ

ハビリを含む10団体(JRAT)の活動として茨城常総豪

雨被害(避難者数1万人)に対する活動報告がありまし

た。グループディスカッションでは、災害発生から

慢性期までのDMAT医療活動の流れを教示頂きまし

た。その中で、DMATとしては、医療ニーズ特にリ

ハニーズが出た際、任せられる団体(JRAT)に引き継

ぐことで災害関連死が軽減するとの内容でした。私

は、災害時に急性期医療だけでなくリハの必要性も

挙げられていたことに心強い気持ちにもなり、士会

としてどのような動きを起こせるか準備していく必

要性を感じました。

近年、日本では様々な災害が起こっています、起

こりうる災害に可能な範囲対応していく事が求めら

れます。京都府理学療法士会でも今このことにアプ

ローチされつつあるので、この研修を通して士会で

も活動していきたいと考えています。最後に今回貴

重な研修に参加させて頂きありがとうございました。

研修内容

〇講義「災害医療概論」

〇･講義「東日本大震災・東京電力福島第一原発事

故に対する医療対応」

〇･グループディスカッション「急性期に各職種と

して何が出来るか」

〇･グループディスカッション「亜急性期～慢性期

に各職種として何が出来るか」

〇演習「避難所運営ゲームHUG」

〇講義「災害医療の実際」

興味のある方はこちらに連絡ください。

文責：･京都第一赤十字病院　リハビリテーション課

理学療法士　加藤大策･

daisaku-kato@kyoto1-jrc.org　

◀各部からのお知らせ▶

●財務部からのお知らせ●

★Ｈ28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

Ｈ２８年度会費の引落は５月２７日に引き落とし

されます。

●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。

Ｈ２７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
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・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★

Ｈ２８年２月末の時点にて、楽天クレジット未申

込の方が７６７名おられます。

総会員数の約３５％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。

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）

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.j imu@

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

替は引き落と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

納入後に事務所より２８年度の会費納入証明書が送

付されてき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。（Ｈ

２７年会費納入証明証は無効となっております）

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

●新人教育部からのお知らせ●

平成28年度新人必須初期研修

下記日程で平成28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。新プロ履修履

歴は、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。
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京都府士会で開催する必須初期研修会は、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28年5月22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

申込み：不要

内　容

10：00～11：00

　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）

11：00～11：40

　テーマ：「理学療法と倫理」A-1

　講　師：･並河　茂･先生･

（京都府理学療法士会会長）

11：50～12：30

　テーマ：「理学療法における関連法」A-5

　講　師：･布川　雄二郎･先生（済生会京都府病院）

13：30～14：10

　テーマ：「人間関係及び接遇」A-4

　講　師：苅谷　康之･先生（西陣病院）

14：20～15：50

　テーマ：「理学療法と患者安全」A-3

　講　師：･松村　由美･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

以降に際し、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。

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

第1回新人教育部研修会

日　時：･平成28年7月31日（日）　10：00～11：30･

（受付開始：9：30）

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　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28年7月31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　D-3

テーマ：「臨床研究のすすめ方」

講　師：小野　玲･先生（神戸大学）

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3回新人教育部研修会

日　時：･平成28年9月15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　C-2

テーマ：（仮）膝関節疾患の画像と整形外科的治療

講　師：栗山　新一･先生（京都大学）

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4回新人教育部研修会

日　時：･平成28年10月23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-1

テーマ：エビデンスで紐解くバランス障害の理学療法

講　師：佐藤　春彦･先生（北里大学）

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5回新人教育部研修会

日　時：･平成28年10月23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　E-1

テーマ：（仮）「臨床実習指導方法論」

講　師：麻田　博之･先生（蘇生会総合病院）

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6回新人教育部研修会

日　時：･平成28年11月16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　D-2

テーマ：（仮）リハビリテーション栄養

講　師：矢野　真友美･先生（龍谷大学）

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。

＊･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参加していただけま

せんので、ご注意ください。なお、申し込み方法

は、後日、京都府理学療法士会ホームページや

NOWを通じてご案内させて頂きます。

京都府理学療法士会　平成28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28年8月6日（土）～8月7日（日）

　　　　8月6日　13：00～18：40･（受付･12：30～）

　　･　　　　　 18：50～19：50　懇親会（無料）

　　　　8月7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。
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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

谷口匡史・神谷碧

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

●生涯学習部からのお知らせ●

2016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28年6月19日　9：00～12：00

場　所：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：「筋の構造から考える理学療法の評価や治療」

講　師：河上　敬介･先生（大分大学）　

単　位：C-2　基礎・運動器

参加費：無料

※･事前申込制となります。申込方法等は、後日、京

都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

第2回研修会　

日　時：平成28年6月19日　13：30～16：30

場　所：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：「離床期における呼吸循環動態の生理と臨床」

講　師：笹沼　直樹･先生（兵庫医科大学病院）

単　位：C-3　基礎　内部

参加費：無料

※･事前申込制となります。申込方法等は、後日、京

都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

第3回研修会　

日　時：平成28年7月3日　9：00～12：00

場　所：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：「（仮）サルコペニアと予防理学療法」

講　師：山田　実･先生（筑波大学）

単　位：C-4　基礎　生活

参加費：無料

※･事前申込制となります。申込方法等は、後日、京

都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

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；http://goo.gl/forms/PSEM3Vw50q

応募締め切り：平成28年7月3日（日）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。

＊･7月15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。
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第4回研修会　

日　時：平成28年7月3日　13：30～16：30

場　所：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：「歩行障害とリハビリテーション」　

講　師：久保　秀一･先生（京都府立医科大学）

単　位：E-2　基礎　運動器

参加費：無料

※･事前申込制となります。申込方法等は、後日、京

都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

技術講習会

日　時：平成28年12月4日　時間未定

場　所：京都大学医学部人間健康科学科

テーマ：「（仮）触診」

講　師：瓜谷　大輔･先生（畿央大学）

単　位：C-2　基礎・運動器

※･事前申込定員制となります。申込方法等は、後日、

京都府理学療法士会ホームページに掲載いたしま

す。

●北部研修部からのお知らせ●

第1回北部研修部研修会

日　時：平成28年7月10日（日）

　　　　10：00～12：00　受付9：30

会　場：市民交流プラザふくちやま

テーマ：（仮）脳卒中のケースカンファレンス

症例提示：2～3題

助言者：･吉尾　雅春･先生（千里リハビリテーション

病院）

内　容：･初めての試みですが、数名の会員から症例

提示を行っていただき、病態のとらえ方、

ゴール設定、アプローチなどについて会場

参加型カンファレンスを考えています。

単　位：新人教育プログラム単位B-4

参加費：･無料

第2回北部研修部研修会

日　時：平成28年7月10日（日）

　　　　13：00～16：00　受付12：30

会　場：市民交流プラザふくちやま

テーマ：（仮）脳卒中の理学療法

講　師：･吉尾　雅春･先生（千里リハビリテーション

病院）

内　容：･脳卒中の病態生理からアプローチまで、最

近の知見を交えて、わかりやすく講義いた

だく予定です。

単　位：･神経系、基礎系10ポイント･

新人教育プログラム単位B-4

参加費：･無料

第3回北部研修部研修会

日　時：平成28年11月20日（日）

　　　　13：00～14：30　受付12：30

会　場：丹後中央病院

テーマ：（仮）投球動作のバイオメカニクス

講　師：･田中　洋･先生（信原病院バイオメカニクス

研究所）

内　容：･信原病院ではモーションキャプチャ・スタ

ジオなどを備えたバイオメカニクス研究所

で多くの動作解析が行われています。今回

はその多くのデータの中から、主に投球動

作において、パフォーマンスの向上や障害

予防について、工学的な側面からみた内容

を予定しています。

単　位：新人教育プログラム単位B-2

参加費：･無料

●保険部からのお知らせ●

１）平成27年度保険部アンケートのホームページ公開

平成27年度社会局保険部事業　『平成26年診療報

酬改定・平成27年介護報酬改定アンケート』を平成

27年10月15日（木）～平成27年11月30日（月）の期
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間で実施させて頂きました。ご協力ありがとうござ

いました。

平成28年2月19日付けで京都府理学療法士会のホー

ムページに公開をさせて頂いております。

ご覧いただき、今後の業務の参考にして頂ければ

と思っております。また、社会局保険部と致しまし

ても今回のアンケート結果を平成28年度事業に活か

していきたいと思います。今後とも宜しくお願い致

します。

２）平成28年保険部研修会のご案内について

平成28年診療報酬改定研修会を下記の日程で開催

を予定しております。

申し込みなどにつきましては、平成28年5月1日以

降に京都府理学療法士会ホームページ上等でご案内

させて頂きます。多数のご参加をお待ちいたしてお

ります。

日　　時：･平成28年8月11日（木・祝）･

9：30～12：30（受付9：00～）（時間は

予定です。）

場　　所：京都医健専門学校

対　　象：京都府理学療法士会会員

参加人数：80名（お申し込みは先着順になります。）

参 加 費：無料

●公益事業部からのお知らせ●

全国一斉イベント（公開講座）

日　時：平成28年7月17日（日）9：30～11：30･

会　場：･京都大学医学部人間健康科学科　５階･

（第９講義室･）

テーマ：･なでしこジャパンの経験から･

～ケガの予防～（仮）･

講　師：･原　邦夫･医師（なでしこジャパン　チーム

ドクター）

申し込み方法などはＨＰやチラシ等にて後日お知

らせします。

「介護・医療職に向けた介助教室（平成27年12月

12日）にスタッフとして参加しました」

京都医健専門学校で開催された京都府ＰＴ士会主

催の介助教室に参加させて頂きました。今回の介助

教室を通して介助の知識･技術についてお伝えしまし

たが、上手く伝えられた部分、上手くいかなかった

部分とあり人に伝える難しさを感じました。しかし、

初めて知る技術･知識が多く、驚きや感嘆の声をあげ

られる方も少なくなかったため受講者の方々にとっ

て良い介助教室の場となったのではないかと感じて

います。

また私自身PTとしての経験年数は浅いため、経験

豊かな先輩方から得られた知識･技術も多く、成長す

るための良い機会になったと感じています。

今回の介助教室でお伝えした内容が少しでも多く

の患者様の生活の助けになれば幸いです。次回の介

助教室もぜひ参加したいと考えておりますので、よ

ろしくお願い致します。

第二岡本総合病院　村田
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理学療法士講習会「下肢の運動学と理学療法A」

日　　　時：･平成28年9月3日（土）9：30（開始）～9月4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28年7月15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：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本講習会への過去の申し込みの有無

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
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平成28年度　学術局研修会予定
日程 時間 テーマ 講師 新プロ単位 認定専門領域 場所 担当

5月22日

10：00～
11：00 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

京都教育文化
センター 新人教育部

11：00～
11：40 理学療法と倫理 並河　茂先生

（京都府理学療法士会会長） 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 苅谷康之先生

（西陣病院） A-4

14：20～
15：50 理学療法と患者安全 松村由美先生

（京都大学医学部附属病院） A-3

6月19日

9：00～
12：00

筋の構造から考える理学
療法の評価や治療

河上敬介先生
（大分大学） C-２ 基礎

運動器 京都大学医学部
人間健康科学科 生涯学習部

13：30～
16：30

離床期における呼吸循環
動態の生理と臨床

笹沼直樹先生
（兵庫医科大学病院） C-3 基礎

内部障害

7月3日

9：00～
12：00

（仮）サルコペニアと予防理
学療法

山田　実先生（筑波大学大
学院人間総合科学研究科） C-4 基礎

生活 京都大学医学部
人間健康科学科 生涯学習部

13：30～
16：30

（仮）歩行障害とリハビリ
テーション

久保秀一先生
（京都府立医科大学附属病院） E-2 基礎

運動器

7月10日

10：00～
12：00

（仮）脳卒中のケースカン
ファレンス

症例提示者2～3名
助言講師：吉尾雅春先生 B-4

市民交流プラザ
ふくちやま 北部研修部

13：00～
16：00 （仮）脳卒中の理学療法 吉尾雅春先生

（千里リハビリテーション病院） C-1 基礎
神経

7月31日

10：00～
11：30

「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−

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

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

13：00～
14：30 （仮）臨床研究の進め方 小野　玲先生

（神戸大学大学院保健学研究科） D-3

未定 （仮）ICF 浅川育世先生
（茨城県立医療保健大学） D-1 新人発表部

8月6日 13：00～
18：40 第1回新人技術講習会「運

動学に基づいた理学療法
の理論と実際」

市橋則明先生、建内宏重先生
（京都大学大学院医学研究科）
京都大学大学院生

B-2 京都大学医学部
人間健康科学科 新人教育部

8月7日 9：00～
17：10

9月15日 19：00～
20：30

（仮）膝関節疾患の画像と
整形外科的治療

栗山新一先生
（京都大学医学部附属病院） C-2 京都大学医学部

人間健康科学科 新人教育部

10月23日

13：00～
14：30

エビデンスでひもとくバランス
障害の理学療法

佐藤春彦先生
（北里大学医療衛生部） C-1

京都大学医学部
人間健康科学科 新人教育部

15：15～
16：45 臨床実習指導者方法論 麻田博之先生

（蘇生会総合病院） E-1

11月6日
未定 （仮）医療統計の基礎 未定 B-3 京都大学医学部

人間健康科学科 新人発表部
未定 新人症例発表会 発表者のみ新プロ単位認定 C-6

11月16日 19：00～
20：30 （仮）リハビリテーション栄養 矢野真友美先生

（龍谷大学農学部食品栄養学） D-2 京都大学医学部
人間健康科学科 新人教育部

11月20日 13：00～
14：30

（仮）投球動作のバイオメカ
ニクス

田中　洋先生
（信原病院バイオメカニクス研究所） B-2 丹後中央病院 北部研修部

12月4日 5～6時
間 （仮）触診 瓜谷大輔先生

（畿央大学） C-2 基礎・神経
運動器

京都大学医学部
人間健康科学科 生涯学習部

1月22日 10：00～
16：40

第27回京都理学療法士学
会

京都市呉竹文化
センター 学会部

1月28日 13：00～
18：40 第2回新人技術講習会「運

動学に基づいた理学療法
の理論と実際」

市橋則明先生、建内宏重先生
（京都大学大学院医学研究科）
京都大学大学院生

B-2 京都大学医学部
人間健康科学科 新人教育部

1月29日 9：00～
17：10
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　「日々是好日」中国唐時代の雲門文偃禅師の語であります。どんな雨風があろうとも日々に起きる
好悪の出来事があってもこの一日は二度とない一日であり、かけがえのない一時であり、一日である。
この一日を全身全霊で生きることが出来ればまさに日々是好日となる。ということであります。
　新しく府士会の会員となられました皆様、おめでとうごございます。理学療法士としての業務の中
では色々なことがあると思います。でも一日一日を大切に過ごして日々の成長を実感して頂きたいと
思います。
　当府士会はこの 4月にホームページのリニューアルを行いました。是非閲覧して頂き、たくさんの
ご意見を頂ければと思います。宜しくお願い致します。（東　佐登美）

編  集  後  記

☆京都府士会のホームページがリニューアルしました☆ 

 

 4 月より京都府理学療法士会のホームページがフルモデルチェン

ジいたしました。とても見やすくなりましたので、会員の皆様から

のアクセスをお待ちしております。 

 またご意見等がございましたら、お気軽に事務局までお知らせ下

さい。 事務局 E-mail ： kpta.jimu@gmail.com 

 会員の皆様と共につくるホームページにしたいと思っております。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

                     広報部より

        


