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地域医療構想と理学療法士の今後を考える

これまでは医療従事者の需給については、経済社会の変化や医療供給体制のあり方を踏まえつつ、医師・看

護職員等の職種ごとに検討を行い、それぞれに必要な対策が行われてきました。

今後、日本はますますの超高齢化社会へと進んでいきます。人口構造（全人口は徐々に減少しています）の

変化や、また、医療から介護への方向性が示され、地域の実情に応じた新たな医療供給体制を構築する必要が

出てきました。

医師・看護職員・理学療法士・作業療法士の従事者数を見てみると、2012年の調査では、全国の医療施設

（診療所・病院）に従事する「人口10万対医師数」は、全国平均は226.5人でした。なお、最大は京都府の296.7

人で、最少は埼玉県の148.2人と大きな差が出ています。また、看護職員ついては、2013年の調査では、全国平

均は1160人でした。最大の地域は高知県・鹿児島県で、人口10万に当たり1800人を超えており、埼玉県が800人

と最少でした。理学療法士については、2013年の調査では全国平均が69.9人、高知県が156.6人と最大で、神奈

川県が40.7人と最少でした。このように、医療従事者数ひとつとってみても、地域により医療格差が生じてい

ることは明白であります。

国レベルでは、「医療従事者の需給に関する検討会」が2015年12月から始まっています。今年に入り理学療

法士・作業療法士の需給に関する検討会も始まりました。今後、我々理学療法士の仕事にも大きく影響するこ

とが出てくることは必至であります。

また、都道府県においても、2025年の医療需要を踏まえた地域医療構想の策定が進められています。病床の

機能分化や連携に対応していくためにも、従来のような、医師・看護師だけでなく、リハビリ関係職種をも含

めた、医療従事者の需給を念頭に置く必要が出てきています。

医療・介護の計画は、国は中長期視野にたって、ＰＤＣＡ（Plan・Do・Check・Action）のマネージメント

を進める方向を示しており、都市部・地方それぞれの特性を踏まえ、在宅や介護施設等における看取りまでを

含めて対応できる地域包括システムを構築しようとしています。今後は地域での生活の構築が大切になってき

ます。回復期病床は増床しますが、急性期病床は減少の方向です。介護老人保健施設では、在宅復帰型が求め

られています。今回の地域医療構想は、医療・介護提供体制の適正化を考えると、私たちが今働いている職場

も、2025年の医療と需要と病床の必要量を考えていかなくてはならず、必要な医療従事者の人員数、配置がい

かなるものになるかで、私たちの職場のビジョンも変わることになるでしょう。

士会員の皆さん、どのような状況にあっても、理学療法士としての医療現場における職域と地位確保・向上

のため、現場において必要な人材となれるよう、しっかり将来を見据えて専門性をより高め、将来のあるべき

姿に向かって、これからも地固めをしていって下さい。

（文責　並河　茂）
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日本理学療法士協会長半田一登氏
講演会が開催されました。

京都府理学療法士連盟
会長　依岡　　徹

京都府理学療法士連盟が設立後初めて開催した日
本理学療法士協会長講演会（平成28年6月8日（水）
午後7時30分から：京都テルサ）は、平日の夜にもか
かわらず136名の参加者を集め盛会のうちに終了しま
した。ご参加いただいた方々、動員にご協力いただ
いた方々ありがとうございました。

近年、理学療法士を取り巻く情勢は、平成18年の
診療報酬改定あたりから徐々に悪くなり、平成30年
の診療報酬・介護報酬の同時改定が今後のリハビリ
の方向性を決める分岐点になるという話を中心に、
現在理学療法士が抱える4つの課題について、会長自
らが行動し体感したことを、会長自らの言葉で直接
伝えて頂きました。
●･消費税の増税が延期され、医療費の財源がない中、
医療費の中で伸び率の高いリハビリテーション関
連費用の削減や単価の抑制は避けることができな
いと予想されること。
　･理学療法関連の診療報酬減少への影響を最小限に
抑えることは、現在の学生たちが50歳になった時
の彼ら自身の身を守ることにつながること。
●･リハビリテーションに参入しようとしている他職
種が政治家を使って押し寄せていること：今回の
診療報酬改定でリンパ浮腫に対して鍼灸マッサー
ジ師が参入すべく切込みがあったようですが、実
質参入を食い止めるのに苦労されたこと。

●･介護・福祉サービスの担い手となる専門職種を統
合・連携させる方策が検討されていて、介護職員
は2020年代初頭に約25万人不足するという見込が
あり、人材の確保が急務とされています。医学的
知識を有する理学療法士がこの人材不足を補填す
る要因として明らかに見込まれていること。
●･2025年の地域包括ケアシステムの完成以降、超高
齢社会はしばらく続きますが、2045年からは高齢
者人口の極端な減少が予想され、その際に多くの
理学療法士が路頭に迷うことのないような準備が
必要なこと。
こうしたことに対応すべく、日本理学療法士協会

も理学療法士の国会議員を政権与党から擁立するこ
とを目指す運びとなったことなど、普段余り意識し
ていなかったこと、ちょっとは聞いていたが実際の
ところはどうなのかということがわかりやすく語ら
れました。
最後に、理学療法士全員が一致団結して、目標に

向かって共にがんばっていきましょうというお言葉
で締めくくられました。
今回京都府理学療法士連盟として初めて講演会を

開催し、京都府理学療法士会の協力のもと、組織と
して100名参加を目標に動員をかけ、連絡網を用いて
広報し講演会を実施しました。　
当日はこちらの予想を上回る参加者で、主催者と

して非常にありがたく、感謝申し上げます。
連盟では、理学療法士の職域を守り、拡大し、将

来にわたって安心して理学療法士という職業を生業
としていけるように、活動していきたいと考えてい
ます。今後ともご協力頂きます様よろしくお願いい
たします。
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会 長 行 動 記
３月２日･ ･会計監査（士会事務所）
　　６日･ ･喀痰吸引実技講習会（医師会館）
　　10日･ ･ＣＢＲ世話人会（府立医大カンファレンス室）
　　11日･ ･就業フェア実行委員会（京都地域リハビリ

テーション推進センター）
　　13日･ ･京都医健卒業式（ウェスティン都ホテル）
　　14日･ ･京都府リハビリテーション部会（医師会館）
　　15日･ ･学校関係者教育課程編成委員会（京都医健）
　　17日･ ･京都府医療トレーニングセンター運営委員会
･ ･第６回在宅小委員会（医師会館）
　　19日･ ･音楽療法学会近畿学術大会（大阪成蹊大学）
　　20日･ ･滋慶医療科学大学院学位記授与式
　　21日･ ･３協会合同都道府県士会長会議
･ ･臨時都道府県理学療法士会長会議
･ ･（ＴＫＰ田町カンファレンスセンター）
　　27日･ ･喀痰吸引実技講習会（医師会館）
　　28日･ ･下京区東部地域包括支援センター
･ ･保健師大久保氏と話。（うるおい館２階）
４月３日･ ･総会（杉浦地域医療研究センター）
･ ･第１回理事会（杉浦地域医療研究センター）
　　16日･ ･三団体（リハビリ）合同会議（光華大学）
　　19日･ ･半田協会長表敬訪問。理事有志との懇談会

（レストラン　円山）

　　21日･ ･京都府医療トレーニングセンター運営委員会
･ ･第７回在宅小委員会（医師会館）
　　24日･ ･リハビリ新点数検討会（池坊学園）
　　26日･ ･就業フェア実行委員会（京都地域リハビリ

テーション推進センター）
･ ･協会斉藤副会長と情報交換
５月16日･ ･地域連携パス運営会議（医師会館）
　　17日･ ･「第１回ブレーントラスト会議」食支援Part

（医師会館）
　　18日･ ･議事運営委員会（欠席）
　　19日･ ･依岡政治連盟会長と加藤　昌洋市会議員　事

務所訪問
　　20日･ ･三役会（士会事務所）
　　21日･ ･臨時都道府県理学療法士会会長および事務局

長研修会
･ ･（TKP東京駅前カンファレンスセンター）
　　22日･ ･平成28年度教育評価委員研修会（国際医療福

祉大学）
･ ･半田協会長に講演会のお願い（ヤクルトホー

ル）
　　25日･ ･理事会（士会事務所）

平成27年度京都府理学療法士会　総会議事録要約
日　時：平成28年4月3日（日）　15：00～17：30

場　所：･京都大学大学院医学研究科人間健康科学系

専攻

　　　　杉浦地域医療研究センター2階　杉浦ホール

議　長：並河会長

書　記：南角学（京都大学医学部附属病院）

●平成27年度士会会長賞の表彰

　表彰審査委員長　麻田理事

　本年度対象3名：建内宏重、出口幸一、細川隆司

●定足数の確認

　総会員数　2117名

　･出席者　42名、委任状　1152名、計　1194名（総

会の成立の必要数を満たす）

　議長の成立宣言により議事に入る。

第一号議案　平成27年度事業総括報告

並河会長、依岡事務局長、布川社会局長、市橋学

術局長

・平成27年度事業は概ね予定通りに実施された。

・･士会ホームページのリニューアルを予定してい

る。

・･社会局では適時調査や診療報酬に関わる情報の

発信や小児ネットワーク・管理職ネットワーク

の運営などを行った。

・･学術局では24回の研修会・講習会を行い、ほと

んどの学術事業は無料で行った。
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第二号議案　平成27年度決算報告

　苅谷財務担当理事

第三号議案　　平成27年度監査報告

今井監事

１･．平成27年度の事業は、完了したものと認めま

す。

２･．決算報告書、会計に関わる帳簿、領収書等す

べて正確かつ適正に処理されていました。

３･．事業の実施については、活動報告、議事録等

により正確に記録、報告されていました。

４･．会費の徴収については、未納者が多いことや、

クレジットの加入率が低いことからも、自動振

替も含め、より一層の啓発をお願いします。

５･．事業の拡大、会員増に伴う事務作業の増大に

ついては、簡略化、経費節減、事務員の増員等、

引き続き検討が必要と思われます。

６･．事業は年々向上しているように思われます。

今後もより一層の充実が図れるよう努めて下さ

い。

【質疑】

（質問）災害対策の進捗状況は？

（回答；並河会長）平成27年度はJIMTEFの講習会

に加藤氏（京都第一赤十字病院）が参加し、平成28

年度から士会事業として災害対策委員を立ち上げて

取り組むことになっている。

（質問）業務推進部が行った北部ミーティングの詳

細は？

（回答；布川社会局長）小児ネットワークの活動を

北部で行ったもので、具体的内容としては症例検討

などを行い、13名の参加があった。

（質問）RUN伴はどの部の担当なのか？･

（回答；布川社会局長）平成27年度は社会局事業と

して実施した。

（質問）京都府からの基金の詳細は？･

（回答；依岡事務局長）平成27年度は｢理学療法士の

技術向上研修事業｣、｢復職支援事業｣、｢訪問リハ人

材育成事業｣の3つ事業で予算がついた。来年度も基

金の申請をしている。

（質問）総会の参加人数を増やすための取り組みは

行っているか？･

（回答；並河会長）他府県士会も同様に総会の出席

者数が少ない状況である。対応については今後検討

していく必要があると考えている。

（質問）士会広報のあり方について考えていくべき

ではないか？･

（回答；島広報部担当理事）現在は士会ホームペー

ジの充実をはかり、情報の発信を積極的に行ってい

る。もうすぐホームページもリニューアルされる予

定である。また、緊急性の高い情報に関しては、

FAX通信網を使用している。

（質問）会費未納者への対応は？･

（回答；苅谷財務部担当理事）会費の未納者は年々

増えているが、財務部員が研修会に出向いて督促す

るなど、何回も督促をすることで対応している。

（質問）北部研修のあり方について、士会としての

考えを説明してほしい。

（回答）北部研修をさらに充実させたいのであれば、

北部研修部の活動として研修会を増やすよう次年度

計画に申請することも可能である。また新組織で検

討していく。

【第一、二、三号議案について、挙手にて承認】

第四号議案　平成28年度事業計画案

　･並河会長、依岡事務局長、布川社会局長、市橋学

術局長
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第五号議案　平成28年度予算案

　苅谷財務担当理事

【質疑】

（質問）3士会（PT、OT、ST）合同の事業が求めら

れているが他団体との連携は？･

（回答；並河会長）先日、全国レベルで3士会合同士

会長会議が開催された。今後も継続して連携強化を

はかっていく。

（質問）士会員の退会の状況は？･

（回答；並河会長）現在の組織率は80％を超えてお

り、この数値は他団体と比較すると非常に高いもの

である。今後もこの組織率を維持できるように取り

組む。

（質問）地域包括ケア推進部の今後の展開は？･

（回答；並河会長）非常に重要な役割を担うと考え、

平成28年度から部として新設した。地域包括ケア推

進については社会局全体で取り組む予定である。･

（質問）政治連盟と京都士会の関係は？･

（回答；並河会長）士会としてもできる範囲で協力

していきたい。･

【第四、五号議案について、挙手にて承認】

第六号議案　平成28・29年度役員選挙

南角選挙管理委員長

会長候補1名　理事候補14名　監事候補2名の定数

以内のため選挙はなく、下記立候補者について承

認可決された。

●会長立候補者

　並河　　茂（介護老人保健施設深草京しみず）

●理事立候補者

麻田　博之（蘇生会総合病院）

池添　冬芽（京都大学大学院医学研究科）

石井　光昭（佛教大学）

市橋　則明（京都大学大学院医学研究科）

江平　知子（聖ヨゼフ医療福祉センター）

苅谷　康之（西陣病院）

黒木　裕士（京都大学大学院医学研究科）

島　　浩人（康生会武田病院）

関　　恵美（京都民医連第二中央病院）

中本　隆幸（京都きづ川病院）

西村　　純（京都大学医学部附属病院）

布川雄二郎（済生会京都府病院）

堀江　　淳（京都橘大学）

依岡　　徹（自宅会員）

●監事立候補者

　伊藤　清弘（岸本病院）

　今井　至（京都医健専門学校）

平成28年度第1回理事会議事録
日　時：2016年4月3日（日）17：15～17：45

場　所：･京都大学大学院医学研究科人間健康科学系

専攻　杉浦研修室

出席者：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・池添・

石井・黒木・島・関・中本・江平・堀江・

西村・今井・伊藤　（書記：池添）

１．士会新組織について

・･副会長として依岡理事、市橋理事が承認された。

・･局長：事務局長として依岡理事、学術局長として

市橋理事、社会局長として布川理事が承認された。

・･新理事について：堀江理事、西村理事は学術局、

江平理事は社会局を担当することとなった。各部

の理事配置については、各局で検討する。

・･三役会について：今後の三役会は事務局だけでな

く、学術局および社会局からもそれぞれ2名の理事

が参加する体制とすることが承認された。
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２．PT協会指定管理者育成について

各士会から世話人2名の選出依頼があった→社会局、

学術局よりそれぞれ1名選出することとなった。

３･．京都地域包括ケア推進機構第6回総会（平成28年

4月25日　京都府医師会館）

　関理事が出席することとなった。

４．後援名義使用許可申請

　京都橘大学健康科学部理学療法学科リカレント講

座→当士会の基準に基づき、不許可となった。

５．今後の予定

第2回理事会：5月25日（水）、三役会：5月20日（金）

第3回理事会：7月27日（水）、三役会：7月20日（水）

第4回理事会：9月14日（水）、三役会：9月7日（水）

第5回理事会：11月9日（水）、三役会：11月2日（水）

第6回理事会：12月14日（水）、三役会：12月7日（水）

第7回理事会：1月18日（水）、三役会：1月11日（水）

第8回理事会：2月15日（水）、三役会：2月8日（水）

平成28年度第2回理事会議事録
日　時：2016年5月25日（水）19：00～　

場　所：士会事務所

出席者：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・池添・

石井・黒木・島・関・中本・江平・堀江・西村・

今井（書記：西川）

≪報告事項≫

１．会長報告　

4月16日：三団体（リハビリ）合同会議、5月16日：地

域連携パス運営会議、5月17日：「第1回ブレーント

ラスト会議」食支援Part出席等の報告。

２．各部より

【総務部】

１･．公文書発行（H27年度No.137　基金（復職支援

事業）報告　No.138基金（訪問リハ）、H28年度

No.1・2　講師依頼（生涯学習部研修会）No.3　

就業フェア補助金交付申請　No.4～6･講師依頼

（生涯学習部研修会）No.7兼業委嘱状　No.8　

北部リハビリテーション専門職技術向上研修会

申請）

２･．今年度新入会会員数　248名（内、未登録者3

名）

【広報部】士会HPの表記の変更について

【新人教育部】

　新人必須初期研修会（H28年5月22日）報告

　･参加者240名（内、新人235名）、新人研修会の講

演プログラム・講師を変更した。

【公益事業部】

１･．PTの日（7月17日）：理学療法川柳と公開講座

予定（講師：鞍馬口医療センター　原邦夫先

生）

２．介助教室を開催予定

３･．10月2日に医療推進協議会イベント「京都・健

康と福祉のひろば」開催予定

【その他】

・･地域医療介護総合確保基金による三事業の終了

報告

・･京都府リハビリテーション就業フェア（8月7日

　みやこめっせ）

　･第1回実行委員会を4月26日に開催した。82校

（近畿圏55校、近畿外27校）の学校に案内を発

送予定。

・介護支援専門員会報告（依岡理事）

・･PT協会主催の管理者養成研修（6月5日）に布川

理事と堀江理事が出席予定

・･臨時士会長・事務局長研修会（5月21日）：依岡

事務局長が出席。地域包括ケア推進のための事

務局機能の強化等に関するワークショップが行

われた。
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・･第７回訪問リハビリテーション地域リーダー会

議（5月20・21日）：関理事が出席。近畿ブロッ

クの地域リーダーは関理事になったことの報告

がされた。

≪討議事項≫

１．平成28年度士会組織について

各部の部長・副部長・部員が承認された。今年度

の会員名簿の組織表には委員も記載する

２．平成28年度介護予防・健康増進キャンペーン

事業等開催補助金について

　　士会として申請することとなった。

３．士会ホームページについて

・･広報部より、ホームページ上で施設紹介をした

い旨の提案があり、施設紹介内容フォーマット

を決めて公募することとなった（施設紹介内容

は1年で更新）。

・･士会ホームページに京都学会のページを作成す

ることが承認された。HPにて演題登録できるよ

うにする。

・･新人発表部の症例発表会の登録も来年度はHP上

で行うことを検討する。

４．保険部　第２回研修会について

　･平成28年12月11日（日）に京都医健専門学校に

て開催されることが承認された

５･．業務推進部　ネットワークミーティングにつ

いて

　･小児ネットワークミーティング（6月26日｢プ

レーリーくんを学ぼう」梶谷先生、7月24日「学

校でのPTの役割」「訪問での小児の対応」意見

交換会、11月13日；北部での意見交換会）およ

び管理職ネットワークセミナー（9月25日）およ

びミーティング（8月27日）の開催について承認

された。

６．表彰審査委員会より京都学会奨励賞の推薦

　表彰審査委員会にて検討の結果、下記演題が

学会奨励賞に推薦され、承認された。

演題名「アクティブバランサーを用いた立位で

の重心移動練習により立位バランスおよび歩行

能力が改善した右視床梗塞の一症例」

　･発表者　山本　祥子（洛和会音羽病院リハビリ

テーション部）

７．補助金事業申請について

　･　次回の理事会にて具体案を挙げて審議するこ

ととなった。

≪今後の予定≫

●理事会

7月27日（水）19：00～･ 士会事務所にて

9月14日（水）19：00～　･士会事務所にて

11月9日（水）19：00～　･士会事務所にて

12月14日（水）19：00～　･ 士会事務所にて

1月18日（水）19：00～　･士会事務所にて

2月15日（水）19：00～　･士会事務所にて

●三役会

7月20日（水）19：00～　･士会事務所にて

9月7日（水）19：00～　･ 士会事務所にて

11月2日（水）19：00～　･士会事務所にて

12月7日（水）19：00～　･士会事務所にて

1月11日（水）19：00～　･士会事務所にて

2月8日（水）19：00～　･ 士会事務所にて
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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2報）

　　演題募集を開始致しました．
　　今回より演題登録がホームページからの登録となりました．
　　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．

●テーマ：理学療法における臨床的視点と科学
●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
●参加費：無料

【講演企画】
◯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）

【演題募集要項】
●募集期間：平成28年7月1日（金）～10月15日（土）
●応募資格：筆頭演者は京都府理学療法士会員に限ります。･ ●発表形式：口述発表のみ

【抄録作成要項】
●演題登録方法
ホームページでのみ受付。演題登録は、演題登録画面フォームの指示に従って、筆頭演者名や連絡先などの
必須項目を全て入力して下さい。
●演者：筆頭演者は必ず発表者とします　●キーワード：３語･●文字数制限：本文は全角1200字以内
●注意事項：図表は使用せず、本文は【目的】【方法】【結果】【考察】等の小見出しをつけて下さい。

【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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平成28年熊本地震により被災された皆様に心より
お見舞い申し上げます。
前震（4/14）から本震（4/16）に至る「熊本地
震」は、熊本県・大分県を中心に甚大な被害をもた
らしました。
DMATという言葉自体は、今や一連の災害活動で

医療関係者であれば耳にしたことがある医療者がほ
とんどかと思います。DMATとは、医師・看護師・
業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職
員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した
事故などの現場に、おおむね48時間以内に活動でき
る機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チー
ムの事である。私理学療法士としては医師・看護師以
外の医療職員（業務調整員）として任務にあたります。
京都第一赤十字病院DMATとしては、前震（4/14、
21:30）を受け22:00には隊員が病院に集まり熊本県内
の被災状況や熊本県内までの道路状況等情報収集を
行いました。日の変わった4/15･ 1:00に病院待機解除
となり各隊員家路につき4/15の通常業務日勤を行い
ました。そして今回の本震（4/16･ 1:30）が起こり、
厚労省よりDMAT隊員に3:30再度待機要請があり6:00
に熊本に向け10時間を超える陸路旅に出発しました。
時刻とともに出動までの経緯を報告しましたが、

まさにこの一連の地震こそが今回の熊本地震におけ
る最大の特徴である。夜中に二夜連続大きな地震が
起きたことは被災者にとって心的ストレスが大き
かったことは容易に想像できます。当初は4/14の地
震が本震でその後余震が続くとされていました。セ
カンドアタックの脅威を感じさせられました。大事
なことは油断せずに常に準備する必要を学びました。
DMATの活動内容としては、まずは災害拠点病院

の拠点化を図るために熊本赤十字病院及び一体の地
域を守るために当院チーム同様に100チームを超える
チームが参集しました。私のチームは、氷川町の避
難所スクリーニング・災害医療行政の中枢である熊

本県庁DMAT調整本部活動・宇城保健所巡回計画打
ち合わせ会議・熊本日赤救護班本部活動を行い日勤+
夜勤+日勤と40時間にもおよぶ任務を行いました。
一度帰洛した小生は、再度JIMTEF災害医療研修

を受講していたことと災害対策委員ということもあ
り、京都府理学療法士会の代表としてJRAT（大規模
災害リハビリテーション支援関連団体協議会;以下
JRAT）活動に5/13より本部要員として熊本機能病
院・熊本県庁にて活動を行いました。
JRATの活動としては、本部では現地支援のマッチ

ング作業を中心に各避難所アセスメント・多機関
ミーティング・福祉用具の相談要請・福祉避難所環
境整備・トレーラーハウスの家屋調査等を行いまし
た。活動部隊は、集団体操や公衆衛生面の評価・避
難所環境整備・個別対応等を行っていました。私自
身JRATとして災害支援にあたるのは初めての事でし
た。JRATは、東日本大震災に必要性を問われ発足し、
茨城豪雨災害でも活動にあたり、今回の熊本地震に
おいても比較的早期から発足されDMATや日赤救護
班が退いた後も現状の医療支援を地域に返すべく
JMAT（日本医師会災害医療チーム）と協働し活動
にあたっています。JRATとしては全国から医師と共
同しチームを結成し、延べ800名を超える方が参集さ
れていました。その中には熊本JRATの方が中心とな
り被災者でありながら支援者と活動されている姿も
ありました。
今後京都府理学療法士会災害対策委員会としても、

具体的に準備を進めていかなければいけません。平時
の準備なく、緊急時の活動は行えないと考えています。

まだまだ士会員の皆様がどの程度災害リハ支援に
興味をもっておられるかが不透明な現状です。少し
でも興味のある方や話を聞きたいといった方は、下
記アドレスまで気軽にお問い合わせください。

daisaku-kato@kyoto1-jrc.org

熊本地震におけるDMAT・JRATとしての一連活動報告

京都府理学療法士会災害対策委員
加藤　大策
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◀各部からのお知らせ▶

●財務部からのお知らせ●
★会費引き落としの確認をお願いします★

楽天クレジット・ニコス自動振替を申し込まれて

いる会員の方は、５月２７日にＨ２８年度会費の引

き落としが行われました。

会員の皆さんは引き落としの確認をよろしくお願

い致します。

★Ｈ２８年度の会費納入はお済みですか？★

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

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ください。

★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。

★楽天カードへの申し込みは済みましたか？★

Ｈ２８年５月１１日の時点にて、楽天クレジット

未申込の方が６８８名おられます。

未納者が多数になりますと士会事業に多大な影響

を及ぼしますので、楽天クレジット未申し込みの方

は早急に申し込みをお願いいたします。

方法は日本理学療法士協会ホームページ上の「マ

イページ」から申し込みください。

申込方法がご不明な場合は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）

★ニコス自動振替の申し込みが出来るようになりま

した★

昨年度よりニコス自動振替による会費の納入が出

来るようになっています。

現在、楽天クレジット未申込の会員の方はこの機

会に是非ニコス自動振替の申し込みをご検討下さい。

申込される方は士会事務局までご連絡ください。

但し、クレジットと違い、自動振替は引落し期日

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ください。

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。

会員の皆さん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

明証について★

日本理学療法士協会の会員証にお貼りいただく上

記の3種類の証明証を発行しております。研修会のと

きに、お貼りいただけていない方が多数見受けられ

ますので、必ず会員証に証明証を貼付していただき

ますようお願いいたします。なお、紛失された方は

事務局までお知らせ下さい。

☆会費納入証明証（Ｈ２８はオレンジ色のステッ

カー）→毎年色が変わります。

現金振込、施設払いにてお支払いをされた方には、

会費納入証明証（オレンジ色のステッカー）をお送

りしています。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。
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●新人教育部からのお知らせ●
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：･膝関節半月板損傷･―画像診断から整形外科

的治療まで―

講　師：栗山　新一　先生（京都大学）

申込方法：･事前申し込みが必要です。下記URL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）

　　　　　https://ez-entry.jp/kyoto-2016-3/entry/

申込期間：･7月4日（月）8時から8月21日（日）17時

まで

受講可否の通知について：

　　　　　･8月24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。

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）

申込方法：･事前申し込みが必要です。下記URL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）

　　　　　https://ez-entry.jp/kyoto-2016-4-5/entry/

申込期間：･8月29日（月）8時から10月2日（日）17時

まで

☆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。

☆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

あります。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い

ただいている期間中はずっと有効になります。また、

毎年、会費の納入の確認ができましたら、当該年度

の会費納入証明証（年度の印刷されているステッ

カー→今年はオレンジ色。）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

カーもお貼りください。当該年度の会費納入証明証

は毎年新しい物が送られてくるので、貼り替えをお

願いします。黄色のステッカーの方は貼ったままに

しておいて下さい。

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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受講可否の通知について：

　　　　　･10月5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。

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：･臨床実習指導者研修　―辛かった臨床実習

を踏襲する悪循環をなくすために―

講　師：麻田　博之　先生（蘇生会総合病院）

申込方法：･事前申し込みが必要です。下記URL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）

　　　　　https://ez-entry.jp/kyoto-2016-4-5/entry/

申込期間：･8月29日（月）8時から10月2日（日）17時

まで

受講可否の通知について：

　　　　　･10月5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。

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：リハビリテーション栄養

講　師：矢野　真友美　先生（龍谷大学）

申込方法：･事前申し込みが必要です。下記URL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）

　　　　　https://ez-entry.jp/kyoto-2016-6/entry/

申込期間：･9月26日（月）8時から10月30日（日）17

時まで

受講可否の通知について：

　　　　　･11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。

＊･第1回、第2回新人教育部研修会（7月31日開催）の

事前申し込みは、7月3日で締め切っております。

事前申し込みをされた方は、受講の可否を申し込

みサイトもしくは京都府理学療法士会ホームペー

ジにてご確認ください。

＊･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

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。
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平成28年7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28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、研修会（2回）および新人症例発表会を開催いたします。研修会では、浅川先生、澤向先生をお迎え

します。浅川先生には理学療法におけるICFについて、澤向先生には医療統計についてご講演いただきます。
また、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。この発表会を、
理学療法士としてレベルアップするための一つの場としてご活用ください。以下に、演題募集要項を記載して
います。多数の申し込みをお待ちしています。
本年度も引き続き、座長募集を実施します。今後、座長を経験する方々も多くあると思います。この機会に、
座長を経験していただくと、今後の活動の一助になると思います。ぜひ、応募をお待ちしています。

記
新人症例発表会
日　時：平成28年11月6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

演題募集要項
１･．本新人発表会は、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･．新人症例発表の応募方法は、抄録を提出いただいた時点で申し込み完了とさせていただきます。

●登録方法　･メールの件名を、「2016新人発表会申込み」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、不要です）、⑤本文（1000～1200文字）
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。申込み後、
当方から受付完了のメールを返信いたします。9月12日（月）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：シミズ病院　豊島：075-381-5161）。共同演者な
しは、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1人職場などの方は、連絡ください。

　　登録申込みE･mailの締切：平成28年9月9日（金）17：00必着
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。
５･．必ず連絡の取れる個人のアドレスとしてください。同一施設から複数人申込みをされる場合は、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お申し込みください。
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第一回研修会
日　時：平成28年7月31日（日）15：15～16：45（受付14：45～）
場　所：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：･理学療法におけるICF　～臨床場面でどのように活かすか～
講　師：･浅川育世先生（茨城県立医療大学理学療法学科）
参加費：･無料
単　位･「D-1　理学療法の研究方法論（EBPT含む）」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。
　　　　https://ez-entry.jp/kyoto-2016-1-2/entry/
申込期間：･5月22日（日）8時から7月3日（日）17時まで
受講可否：･7月6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。

第二回研修会
日　時：平成28年11月6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：「臨床研究で知っておくべき統計解析とデータ管理の留意点」
講　師：･澤向慶司先生（特定非営利活動法人パブリックウェア推進機構MIST理事）
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。申し込みURL（決定次第、京都府理学療法士会のホームページに掲載され

ます）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。
申込期間：未定
受講可否：未定

■座長募集のお知らせ
１･．本年度、新人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。
２･．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。
３･．立候補していただける方は、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、
こちらまでご連絡ください。
　　kpta.sinjin.h@gmail.com
　立候補締切：平成28年9月9日（金）17：00必着

■･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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●生涯学習部からのお知らせ●
生涯学習部主催技術講習会

日　時：平成28年12月4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：『肩甲帯および肩関節の機能解剖と触診』

講　師：瓜谷　大輔　先生（幾央大学）

内　容：･肩関節疾患のリハビリテーションを進める

うえで、治療効果をより高いものにするた

めには肩甲帯および肩関節、そのほかの関

連部位の正確な評価が必要になります。本

講習では病態を正確に評価するために必要

な機能解剖の知識と触診技術について実技

を通して学んでいただきます。

単　位：新人教育プログラムC-2　

専門・認定理学療法士履修ポイント（基礎・神経・

運動器）10ポイント

参加費　4000円（申込制）

※申し込み方法：

　･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、技術講習会は、40名が定員です。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。

（記入必要事項）

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28年4月1日において何年目か？）

５．受講希望理由

申込専用アドレス：

　kyotopt.syogai@gmail.com（申込専用）

申込締切：平成28年11月4日（金）

※･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。

（問い合わせ先）

　生涯学習部技術講習会担当　京都医療センター

　伊藤盛春　Mail･:･seisyun19@hotmail.com

●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）

　　　　10：00～11：30　受付9：30

会　場：市民交流プラザふくちやま

テーマ：脳卒中のケースカンファレンス

症例提示：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

※･事前の申し込みは必要ありません（100席程度、先

着順）

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：脳卒中患者の脳のシステム障害とアプローチ

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。



平成28年７月８日　　　　　　　　　　京都府理学療法士会ニュース　　 　　　　　　　　　　　　№269

− 17 −

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

※･事前の申し込みは必要ありません。･

（100席程度、先着順）

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

※事前の申し込みは必要ありません

●保険部からのお知らせ●
１）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

致します。

申し込みなどにつきましては、京都府理学療法士

会ホームページ上で下記の文面にてご案内させて頂

いております。多数のご参加をお待ちいたしており

ます。宜しくお願い致します。

保険部　平成28年度　第１回研修会

テーマ：･『平成28年診療報酬改定に伴う各施設の取

り組み』

日　時：平成28年8月11日（木・祝）

　　　　10：00～13：00（受付　9：30～）

場　所：･京都医健専門学校　第2校舎　2階　･

2201教室、2202教室

対　象：京都府理学療法士会会員

参加人数：･80名（申し込み多数の場合は抽選とさせ

て頂きます。ご了承お願い致します。）

参加費：無料

テーマ『平成28年度診療報酬に伴う各施設の取り組み』

座長：中本　隆幸･先生

　　　田後　裕之･先生

10：00～11：10（予定）

　講演１：･平成28年診療報酬改定について

　　　　　･～平成28年診療報酬改定の要点および疑

義解釈についての解説（仮）～･

中本　隆幸･先生（京都きづ川病院）

　講演２：･ADL維持向上等体制加算、初期・早期加

算への対応（仮）

　　　　　大久保直子･先生（京都第一赤十字病院）

　講演３：･回復期リハビリテーション病棟入院料に

おけるアウトカム評価等への対応（仮）

　　　　　･酒匂　優一･先生（十条武田リハビリテー

ション病院）

休憩　　10分
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2）平成28年保険部　第2回研修会・座談会（仮）の

ご案内について

　平成28年保険部第2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9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致しており

ます。

日　時：･平成28年12月11日（日）9：30～13：00･

（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

３）ホームページ『社会局からのお知らせ』に下記の

内容を掲載しております。

掲載内容：

●･平成28年診療報酬改定　疑義解釈について（その

２）平成28年６月１日掲載

●･平成28年診療報酬改定　疑義解釈について（その

３）平成28年６月１日掲載

●業務推進部からのお知らせ●
業務推進部では会員同士の情報交換、意見交換の

場として各種ネットワークのサポートを行っていま

す。下記のセミナーとネットワークミーティングを

企画していますので、ご興味のある方はぜひご参加

下さい。ネットワークに登録されていない方でも、

参加は可能です。事業後に、意見交換や名刺交換の

時間を持たせていただいています。

11：20～12：20（予定）

　講演４：･要介護被保険者の維持期リハビリテー

ションの介護保険への移行・目標設定等

支援・管理加算への対応（仮）

　　　　　石濱　崇史･先生（田辺記念病院）

　講演５：･廃用症候群リハビリテーション料の新

設・運動器不安定症算定への対応（仮）

　　　　　鈴木　英嗣･先生（京都南病院）

　講演６：地域包括ケア病棟入院料への対応（仮）

　　　　　秋本　喜英･先生（武田総合病院）

休憩　　10分

12：30～13：00

　シンポジウム・質疑応答

　　　　　座長：中本　隆幸･先生

　　　　　　　　田後　裕之　先生

お申込み方法について

お申込み方法：･hokenbu.kyoto@gmail.comにメール

にてお申込み下さい。

申し込みの期間：･平成28年5月16日（月）～平成28年

7月23日（土）

問い合わせ先：･京都府理学療法士会　保険部　

hokenbu.kyoto@gmail.com　まで。

多数のご参加をお待ちいたしております。宜しくお

願い致します。
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○業務推進部セミナー

日　時：平成28年9月25日（日）午前10時～12時

会　場：京都医健専門学校　第1校舎　5階　504教室

講　師：･介護老人保健施設　ハーモニーこが･

吉岡　富恵･先生

内　容：「医療職リーダーに役立つコーチング技術」

参加費：無料

○第２回　小児ネットワークミーティング

日　時：7月24日（日）午前10時～12時

場　所：･京都医健専門学校　第1校舎　5階　504教室

参加費：無料

内　容：①支援校における理学療法士について

　　　　②ケース検討、話題提供を受けての意見交換

本年度第1回目の小児ネットワークミーティングはプ

レーリーくん（DSB）についての勉強会を行いまし

た。多数のご参加ありがとうございました。

○･申し込み：gyoumusuishinbu@gmail.comにメール

または士会事務所（075）741-6018にFAXにて。件

名に「業務推進部セミナー希望」または「小児

ネットワークミーティング参加希望」とお書き頂

き、氏名、連絡先（メールアドレス）、所属を明

記の上、お申込み下さい。

※･また、「管理職ネットワーク」「小児ネットワー

ク」「在宅ケアネットワーク」ではそれぞれネッ

トワークへの登録者も募集しております。希望の

方はネットワーク名を件名にお書きいただき、上

記メールアドレスにお申し込み下さいますよう、

よろしくお願い致します。

●公益事業部からのお知らせ●
全国一斉イベント（公開講座）のお知らせ

みなさん、こんにちは。7月17日は「理学療法の

日」です。理学療法の日は、理学療法士の活動につ

いて多くの方へ知っていただくことで、日本全体の

保健・医療・福祉がより良くなることを願って定め

られた日です。そして7月17日を挟んだ一週間は「理

学療法週間」です。毎年全国各地で理学療法に関す

るイベントやセミナーが一斉に開催されています。

京都では、なでしこジャパンチームドクターであ

る原先生をお迎えして公開講座を行います。原先生

は、フィギュアスケート男子で日本初の銅メダルを

獲得した高橋大輔選手の手術を担当された先生でも

あり、選手の競技復帰に向けたリハビリも重要視さ

れています。一般府民だけでなく、私たち理学療法

士にとっても貴重なお話が聞けるのではないかと思

います。

またこの日は京都府理学療法士会災害対策委員の

加藤大策先生による、熊本の被災地での活動と、深

部静脈血栓症への対策についてのミニ講演もありま

す。

公開講座へのご参加をお待ちしております。

※詳細はP.22をご覧下さい。
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日本理学療法士協会
理学療法士講習会（基本編）

「パーキンソン病の理学療法」

日　時：平成28年12月11日（日）　9時～17時

内　容：･若手理学療法士を対象に、パーキンソン病

の運動障害の病態の理解に基づいた理学療

法を提供するために必要な知識を講義する。

運動障害の機序、臨床的特徴とともに、病

期別理学療法の実際、パーキンソン病の理

学療法のエビデンス、最近のトピックスに

ついても教示する。

講師名（所属）：･松尾　善美（武庫川女子大学）･

石井　光昭（佛教大学）･

鎌田　理之（大阪大学医学部付属病院）･

岡田　洋平（畿央大学）

会　　場：佛教大学二条キャンパス701教室

受 講 費：3,000円

定　　員：120名

受講者決定方法：先着順　定員になり次第締め切り

申込期間：･平成28年9月11日（日）～11月21日（月）

申込･先と申込方法：日本理学療法士協会ホームペー

ジのマイページより参加申し込み

　　･詳細は、日本理学療法士協会ホームページのセ

ミナー・講習会情報を参照してください。

【問い合わせ先】

　佛教大学保健医療技術学部　石井光昭　

　E-mail:･ishii@bukkyo-u.ac.jp

京都府リハビリテーション
就業フェア2016からのお願い

　京都府理学療法士会では、2012年から京都府の委

託を受け、リハビリテーション就業フェアを開催、

2014年からは府の補助金を受けて、京都府理学療法

士会、京都府作業療法士会合同の実行委員会で企画

運営しています。対象者は、来年卒業見込みの学生、

転職希望者、復職希望者で、リハビリ専門職の求人

募集のある京都府内施設に出展いただき、就業相談

をして頂いています。

　本年も、平成28年8月7日（日）12時30分～15時30

分にみやこめっせ地下1階にて開催します。

　皆さんの勤務しておられる病院・施設では、毎年

実習生を受け入れておられます。学生にとっていろ

いろな職場のあることを知るよい機会ですし、実際

の仕事について現場の人と話もできます。就業先選

択のための各職場の情報を一度に獲得できる機会で

もあるので、今来ている実習生さんにご案内いただ

くようお願いします。今年は70施設の出展を予定し

ています。

　文責　依岡　徹
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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
終了

10：00～
11：00 理学療法と倫理 苅谷康之先生

（西陣病院） A-1

京都教育文化
センター 新人教育部

11：00～
11：40 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

11：50～
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 松村由美先生

（京都大学医学部附属病院） A-3

6月19日
終了

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
終了

9：00～
12：00

サルコペニア・フレイルと予
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

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

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

脳卒中患者の脳のシステ
ム障害とアプローチ

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！」　
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） 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 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

15：15～
16：45

理学療法におけるICF～
臨床場面でどのように活か
すか～

浅川育世先生
（茨城県立医療大学） 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

臨床研究で知っておくべき
統計解析とデータ管理の
留意点

澤向慶司先生
（特定非営利活動法人パブリッ
クウェア推進機構MIST理事）

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 10：00～
16：00

肩甲帯および肩関節の機
能解剖と触診

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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　「清流に間断なし」とは、鴨長明の『方丈記』より「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水
にあらず」からきています。流れる川の水が二度と戻らないことを見、「無常」という仏教の言葉と
重ね合わせています。この世に同じものなど二つとなく、それでいて流れ自体が絶えない。というこ
とです。会員の皆様におかれましても、毎日いろんなことがあり、色んな患者様と出会われると思い
ます。毎日を大切に、一人ひとりを大切に、丁寧に心を込めて日々過ごしましょう。蒸し暑くなるこ
れからの季節こそ。。。。（こうして自分自身に言い聞かせています。笑）

（東　佐登美）

編  集  後  記

主催：一般社団法人 京都府理学療法士会

平成28年度 京都府民公開講座 介護予防・健康増進キャンペーン

平成28年7⽉17⽇（⽇） 9:30〜11:30（受付9:00〜）

京都⼤学医学部⼈間健康科学科 5階 講義室
住所：京都市左京区聖護院川原町５３
バス停に誤りがありましたので、訂正しました！

※受付完了の連絡をメールかFAXで返信いたします。1週間経過しても
返信がない場合は、事務局までご連絡下さい。

※メールもFAXも困難な場合は、事務局までお電話下さい。
京都府理学療法⼠会 事務局 TEL:075-741-6017 （平⽇9時から5時まで）

講師
原 邦夫 医師
京都鞍⾺⼝医療センター
主任部⻑・スポーツ整形センター⻑

申込⽅法
①メールでの申込み アドレス kpta.entry1@gmail.com
件名に公開講座として、⽒名（ふりがな）、年齢、電話番号をお知らせください。

②FAXでの申込み FAX：075-741-6018
公開講座、⽒名（ふりがな）、年齢、電話番号、FAX番号を明記の上、送信してください。

会 場

●申し込み制（先着120名） 締切：平成28年7⽉10⽇（⽇）

開催⽇時

※講座後３０分程のミニイベントもあります。 テーマ：深部静脈⾎栓症について（熊本の震災を踏まえて）
講師 京都府理学療法⼠会 災害対策委員 加藤⼤策 理学療法⼠

※当⽇会場でご利⽤いただける駐⾞場はございません。
電⾞、バスなどでお越しください。

● 市バス206系統東⼭通⾼野北⼤路ターミナル⾏「熊野神社前」下⾞
● 地下鉄丸太町駅下⾞（→市バス乗換え）
65系統岩倉⾏、93系統、204系統錦林⾞庫⾏、
202系統九条⾞庫⾏「京阪丸太町前」下⾞

● 阪急河原町駅下⾞（→市バス乗換え）
31系統岩倉⾏、201系統百万遍⾏、
203系統錦林⾞庫⾏、「熊野神社前」下⾞

※ 前回郵送したチラシ
やポスターは市バス
の停留所の表記が
誤っており、今回掲
載しているものが正
しいので、お間違え
のなきようどうぞご
注意下さい。


