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会 長 行 動 記
６月１日･ ･第１回災害対策委員会（メルパルク京都）

　　２日･ ･地域リハビリテーション研究会世話人会

･ ･（京都市地域リハビリテーション推進セン

ター）

　　３日･ ･平成27年度協会賞受賞式・懇親会（東京マリ

オットホテル御殿山）

　　４日･ ･日本理学療法士協会代議員総会（ベルサール

汐留）

　　９日･ ･日本リハビリテーション医学会会長招宴

（ウェスティン都）

　　10日･ ･日本リハビリテーション医学会学術集会座長

（グランドプリンスホテル）

･ ･日本言語聴覚学会懇親会（ロームシアター京都）

　　12日･ ･京都府柔道整復士会定時総会・懇親会（京都

ホテルオークラ）

　　16日･ ･第２回就業フェア実行委員会（京都市地域リ

ハビリテーション推進センター）

　　18日･ ･近畿ブロック会議・情報交換会（新大丸ビル）

　　20日･ ･第三者評価等支援機構　総会（京都テルサ）

　　23日･ ･平成28年度学校関係者評価委員会・教育課程

編成委員会（京都医健専門学校）

　　24日･ ･平成28年度第１回京都市地域リハビリテー

ション推進会議（京都市地域リハビリテー

ション推進センター）

　　25日･ ･三療法士会会議（光華大学）

　　27日･ ･第１回京都訪問リハビリテーション実務者研

修会実行委員会（カフェ鴨川）

　　28日･ ･事業推進部会議（士会事務局）

　　30日･ ･京都市下京区体験教室会議（下京東部包括セ

ンター）

７月１日･ ･京都府医療推進協議会実行委員会（医師会館）

･ ･依岡副会長代理出席

　　２日･ ･京都私立病院協会講演会　二川一男厚生労働

事務次官（登録会館）

　　７日･ ･職場団体総決起大会（ホテルグランヴィア京都）

　　９日･ ･第38回排尿管理研究会（メルパルク京都）

　　11日･ ･地域包括推進部会議（士会事務所）

　　17日･ ･京都府民公開講座（京都大学）

　　20日･ ･三役会（士会事務所）

　　21日･ ･京都府健康福祉部高齢支援課　有原主査と打

ち合わせ

･ ･看取り対策プロジェクトについて（地域包括

推進室）

･ ･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）

　　25日･ ･地域連携パス拡大作業部会（医師会館）

　　28日･ ･理事会（士会事務所）

　　29日･ ･第3回就業フェア実行委員会（京都市地域リ

ハビリテーション推進センター）

８月２日･ ･ご家族向け介護セミナー（京都府医師会館）

　　４日･ ･地域リハビリテーション研究会世話人会

･ ･（京都市地域リハビリテーション推進セン

ター）

　　６日･ ･近畿ブロック会議（依岡・布川・麻田・万谷

参加）

　　７日･ ･就業フェア（みやこメッセ）

　　10日･ ･第2回医療推進協議会実行委員会（医師会館）

　　16日･ ･第２回災害対策委員会（メルパルク京都）

　　17日･ ･管理者研修会実行委員会（士会事務所）（布

川・堀江氏と）

　　21日･ ･都道府県理学療法士役員意見交換会（依岡連盟

会長と）（TKP田町カンファレンスセンター）

　　23日･ ･第２回ブレーントラスト会議　食支援（医師

会館）

　　27日･ ･京都ルネス病院　新病院竣工内覧会

　　31日･ ･第４回就業フェア実行委員会（京都市地域リ

ハビリテーション推進センター）
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平成28年度第3回理事会議事録
日　時：2016年7月27日（水）　19:00～

場　所：士会事務所

出席者：･並河・市橋・依岡・布川・苅谷・中本・麻田・

池添・石井・江平・黒木・関・島・堀江・

西村・今井・伊藤（書記：大島）

≪報告事項≫

１．会長報告

　･6月3日：協会賞授与式、6月4日：日本理学療法士

協会代議員総会、6月10日：日本リハ医学会学術集

会、6月18日：近畿ブロック会議、6月20日：第三

者評価等支援機構総会、6月25日：三療法士会会議、

7月17日：府民公開講座、等に出席

２．各部の報告

【総務部】

　･公文書発行No.9　講師依頼（新人発表部研修会）

No.10～11派遣依頼（同上）No.12　講師依頼（小

児ネットワークミーティング）No.13～14　補助金

交付申請　No.15　講師依頼（新人教育部研修会）

No.16　講師派遣依頼（新人教育部研修会）No.17

　講師依頼（同上）No.18　講師派遣依頼（同上）

No.19～24　講師依頼（保険部研修会）　No.25～

30講師派遣依頼（同上）No.31　後援名義使用承諾

書（京都地域リハビリテーションシンポジウム

2016）No.32　講師依頼（北部研修部研修会）

No.33　講師派遣依頼（同上）　No.34　講師依頼

（京都府民公開講座）　No.35　後援名義使用承諾

書（SKYふれあいフェスティバル2016）　No.36～

37　講師派遣依頼（保険部研修会）No.38　講師派

遣依頼（京都府民公開講座）No.39　講師派遣依頼

（京都府民公開講座）No.40　講師変更依頼（医療

的ケア・口腔ケア実践講習会）

【財務部】

　・平成28年度新入会：申込者246名（入金者171名）

　・･士会会員数2361名（H28.7.12･現在）、会費未納

者316名

【生涯学習部】

　・第1回研修会：　応募134人、参加129人

　・第2回研修会：　応募135人、参加126人

　・第3回研修会：　応募219人、参加164人

　・第4回研修会：　応募241人、参加167人

　→当日キャンセル者が多いため対策を検討する。

【公益事業部】

1）PTの日（7月17日）について

・･京都府民公開講座を7月17日に開催、82名の参加が

あった（スタッフ含む）。

・･川柳募集には356句の応募があり、優秀作品に手紙

と景品を発送した。

・･川柳の載ったクリアファイルを作成し、府民公開講

座の参加者にクリアファイルとボールペンを配布

2）･介助教室：京都医健専門学校にて12月10日に開催

予定

3）･医療推進協議会イベント｢京都・健康と福祉のひ

ろば｣：10月２日開催予定

【業務推進部】

・小児ネットワークについて

　･研修会：6月26日、内容：プレリーくん（側彎矯正

装具）の使用について

・管理職ネットワークについて

　ミーティング：8月27日開催予定

・セミナーについて

　･9月25日「医療職リーダーに役立つコーチング技

術」京都医健にて。講師：ハーモニーこが　吉岡

富恵先生

・在宅ケアネットワーク

　･10月29日「在宅難病患者に対するPTのかかわりに

ついて（症例報告）」
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【保険部】

１．第1回研修会

　H28年8月11日　京都医健にて

　テーマ：･H28年度診療報酬改定に伴う各施設の取

り組み

２．第2回研修会および座談会

　H28年12月11日　京都医健にて

　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

【地域包括ケア推進部】

・･第1回地域包括ケア推進部会議：7月11日に開催。

地域包括ケア推進委員会からの任務引継ぎ、役割

分担の決定、今年度事業計画の検討を行った。

３．その他

1）災害対策委員会

　J･IMTEF災害医療研修ベーシックコースに2名派遣

2）第1回近畿ブロック会議

　・･士会長・事務局長会議に並河会長・依岡事務局

長が出席

　・学術局会議に麻田理事が出席

　・社会局会議に布川理事が出席

　・･防災担当者について：万谷氏（京都リハビリ

テーション病院）を選出

3）･医療推進協議会　第1回実行委員会開催（H28年7

月11日）

　･京都・健康と福祉のひろば（H28年10月2日、みや

こめっせ、テーマ：子育て支援）について

4）第51回京都病院学会報告

　･参加者2184名（前年比＋34名）、第52回学会はH29

年6月11日に予定。

5）･臨時都道府県理学療法士会会長及び事務局長研修

会の報告（平成28年５月21日）

　･地域包括ケア推進のための都道府県の特性にあっ

た事務局機能強化推進について検討された

6）会員の懲戒処分について

　･本会懲戒規定第14条の定めるところより、京都府

士会会員1名をH28年5月19日付で退会勧告とした

7）介護支援専門員会報告

　･6月1日：京都市ケアプラン研修ワーキング会議、･

6月14日：学術部会、6月29日：京都市ケアプラン

研修ワーキング会議、･7月･9日：平成28年度理事会

総会報告、･ 7月12日：学術部会、7月15日：京都市

ケアプラン研修ワーキング会議

8）リハビリテーション就業フェア2016（8月7日）

　出展事業所：74ブース、企業展示：公募1件

9）第5回リハビリテーション福祉用具・機器体験展

　実行委員会（６月22日）報告

　・･昨年度はH28年2月19、20日に開催、参加者数171

名、協力スタッフ138名

　　･内容は①福祉用具・機器に関する展示、体験、

相談、②事例検討会

　　･来客者が少なく費用対効果が少ない、毎年同様

な内容のため魅力に欠ける、会場が騒がしく聞

き取りにくかったなどの意見があり、今後の開

催に役立てる

10）第1回中央研修会報告

・2016年6月5日、堀江理事、布川理事参加

・･協会指定管理者研修について、委員会を立ち上げ

て今年度事業として進めていくことが承認された

≪討議事項≫

１．事務局：事務局への仕事の依頼方法について

　次回理事会までに具体案を作成することとなった

２･．財務部：新入会申し込み者の未入金に対する対

応について

　･電話や研修会での催促を行っていくことが承認さ

れた

３．学術局：研修会の受講者決定について

・･会費未納者は研修会参加不可とし、応募者多数の

場合は京都府士会員を優先とする

・･応募者のキャンセルの取り扱いについては今後対

策を考える

・･参加者への説明不足・不公平感を解消するために

研修会案内の文面を変更する
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４．北部研修部：部員の変更について承認された

５．学会部

・･平成29年度京都学会：学会長として堀江理事が承

認された

・･H30年度に開催される基礎理学療法学会（学会長：

市橋副会長）は京都で開催予定であり、京都学会

との合同開催案が提案され承認された

６．リハ関連職種行政者研修会　9月26日（月）

　･発言者2名の参加依頼があり、並河会長ほか１名

（依岡副会長あるいは関理事）で対応することが

承認された

７･．士会組織機能強化に必要な解決策の検討および

協会への要望事項提案について

　８月31日締切りで要望があれば提案する

８･．H28年度都道府県理学療法士会事務局長会議

（９月4日）に向けての提案要望について

　7月末締め切りまでに要望を募集する

９･．H28年度看取り対策プロジェクトラジオリレー

トークについての人選

　訪問で看取りを行っている病院のPTに依頼する

≪今後の予定≫

理事会

第4回：9月14日（水）19：00～　士会事務所にて

第5回：11月9日（水）19：00～　士会事務所にて

第6回：12月14日（水）19：00～　士会事務所にて

第7回：1月18日（水）19：00～　士会事務所にて

第8回：2月15日（水）19：00～　士会事務所にて

三役会

第3回：9月･7日･（水）19：00～　士会事務所にて

第4回：11月･2日･（水）19：00～　士会事務所にて

第5回：12月･7日･（水）19：00～　士会事務所にて

第6回：1月･11日･（水）19：00～　士会事務所にて

第7回：2月･8日･（水）19：00～　士会事務所にて

京都府リハビリテーション就業フェア2016

京都府リハビリテーション就業フェア2016は、8月

7日（日）酷暑の中、出展法人70法人75ブース、161

名の就職希望者の参加を得て無事終了しました。

8月7日は朝から35度を超える暑い日となりました。

毎年この時期に行なっている京都府リハビリテー

ション就業フェアは、京都府の補助を受け京都府作

業療法士会と京都府理学療法士会が就業フェア実行

委員会を設置し企画運営している就職相談イベント

で、本年で5年（6回目）をむかえました。毎年の課

題として、福祉介護分野への就労希望者が少なく、

そうした施設へのブース訪問件数が少ないこと。市

内域への就労を希望する人が多く、市内域以外の施

設への訪問件数が少ないことがあがっており、本年

度はブース訪問促進企画として、福祉職場2箇所以上

訪問者、または、市内域以外の施設2箇所以上を訪問

した参加者に景品をプレゼントするようにしました。

福祉職場、医療職場両方を持っている施設があった

り、市内域と市外域に職場を持つ法人があったり、

分類をどうするかの課題を残しました。

年明けに、出展法人に対して新規採用者に関する

アンケートを実施し、本イベントの効果等について

検証していきます。

今年度以降も両士会はこの事業を継続していくこ

ととしています。既卒者、転職希望者、再就職希望

者への広報手段等検討を加え、経験者の参加者を増

加させることも取り組んでいけたらと思っています。

本年度の求人数は理学療法士　199名以上　作業療

法士　216名以上　言語聴覚士　78名以上　合計493

名以上でした。･ 文責：依岡　徹
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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3報）

　　現在，演題募集中です．
　　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「丹波橋駅」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健医療学研究科）
◯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：2016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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◀各部からのお知らせ▶

●財務部からのお知らせ●
★Ｈ２８年度の会費納入はお済みですか？★

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下さい。

今年度会費未納の方が現在２６３名おられます。

会費収入減により士会活動へも多大な影響が出ま

すので、今年度会費を支払っていない会員の方は早

急に　下記口座に会費を納入して下さい。

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る青色の印字

の用紙をお使い下さい。）

　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。

★楽天クレジットへの申し込みはお済みですか？★

Ｈ２８年8月末時点にて楽天クレジットへの申し込

みをされていない方が７５３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、楽天クレジットにまだお申し込

み頂いていない方は、早急に申し込みをお願いいた

します。

日本理学療法士協会ホームページ上の「マイペー

ジ」からお手続きをお願いします。

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。

★ニコス自動振替という方法もございます★

ニコス自動振替による会費の納入も可能です。

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、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が、お貼りい

ただけていますか。

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を提示して頂いております。

クレジット証明証をお持ちの方は今年度以降も同

様に研修会受付にてご提示ください。

現在クレジット以外にて会費納入されておられる

方（ニコス自動振替・現金振込・施設払い）は会費

納入後に事務局より２８年度の会費納入証明証が送

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）

なお、紛失された方もしくは、会費を納入してい

るのにシールが届いていない方は事務局までお知ら

せ下さい。

【問い合わせ先】

・各種証明証について

　事務局　E-mail:　kpta.jimu@gmail.com･

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

　財務部　苅谷　康之（西陣病院　リハビリテーション科）

　〒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

●学術局からのお知らせ●

新人教育プログラム　C−６（症例発表）
の単位認定について

　京都府理学療法士会では、C−６（症例発表）を対

象として、毎年新人発表部が「新人症例発表会（今

年度は11月6日）」を開催しており、例年50題前後の

応募があります。今回のNOWがお手元に届く頃には

演題募集も終了している時期ですが、若いエネル

ギーいっぱいの会場へ一度お越しください。

　また、C−６単位の認定が可能なものとして、毎年

６月に開催される京都病院学会も対象となります。

他、研究会や職場内での発表以外で学術大会とし

て、成立していると当士会が認めた場合は、単位認

定が可能となります。認定申請される場合は下記の

申請必要事項を確認の上、京都府理学療法士会事務

所へ申請してください。

『申請書類』

①･学会抄録表紙（大会名・主催者・開催場所・開催

期日が確認できるもの）

②発表抄録（本人が確認できるもの）

③発表セクションが確認できるもの（座長など）

以上のものを写真で撮るか、スキャナで取り込んだ

ものを添付し、当士会へ

E-mai lで送ってください。その際申請者詳細もお願

いいたします。

①氏名（カタカナ）

②生年月日（西暦）

③所属

④E-mail･address

申請先：･京都府理学療法士会事務局･

kpta.jimu@gmail.com

●新人教育部からのお知らせ●
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。

＊･10月23日に開催予定の第4回、第5回新人教育部研

修会の事前申し込みは、10月2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

ムページご確認ください。

＊･平成28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。事前申込をされずに当日

ご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。また、抽選になる場合、

京都府理学療法士会会員が優先されます。

＊･申込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。

事前申し込み締切後のキャンセルも必ずご連絡く

ださい（建内宏重：tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.

ac.jp）。ご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。
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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/MC2PBOOAcqPB9Ehc2

応募締め切り：平成28年12月28日（水）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。

　＊･1月7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、下記メールアドレスの指定受信

設定を行ってください。

＊･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

小山優美子

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

＊･研修会開始20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、事前申込者へのメール連絡、

京都府理学療法士会ホームページならびに事前申

込サイトでの通知をいたしますので、ご来場前に

必ずご確認ください。

平成28年度　第2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1月28日（土）～1月29日（日）

　　　　1月28日　･13：00～18：40（受付･12：30～）･

18：50～19：50懇親会（無料）

　　　　1月29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
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平成28年10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、新人発表部主催･第二回研修会および新人症例発表会を開催いたします。研修会では、澤向先生をお

迎えし、医療統計の基礎についてご講演いただきます。また、新人症例発表会として、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。新人理学療法士の方々は、この発表会をさらなる成長につなげる

機会としてください。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。多数の皆様のご参加を、スタッフ一同お待ちしています。

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

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エア推進機構NPO-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：下記URLから申し込みを行ってください。

URL：https://ez-entry.jp/happyou2016/entry/

＊･平成28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全て事前申込制となります。事前申込をされずに当日ご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。また、抽選になる場合、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、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。
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＊･申込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

込み締切後のキャンセルも必ずご連絡ください（西村：junn@kuhp.kyoto-u.ac.jp）。ご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20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、事前申込者へのメール連絡、京都府

理学療法士会ホームページならびに事前申込サイトでの通知をいたしますので、ご来場前に必ずご確認くだ

さい。

申込期間　･9月1日（月）9時から10月23日（金）17･時まで

受講可否　･10月23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

■･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、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

※･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（受付開始12：30）

会　場：丹後中央病院

テーマ：投球動作のバイオメカニクスとその臨床応用

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

※事前申込必要なし
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●保険部からのお知らせ●
第１回研修会　開催報告

平成28年8月11日（木・祝）に会場と致しまして、

京都医健専門学校様をお借りし、『平成28年度社会

局保険部第１回研修会』を開催致しました。参加者

数は、施設より55名、保険部スタッフ12名、外部講

師5名の合計72名となり、多くの方にご参加頂く事が

出来ました。

プログラムは下記の内容で実施させて頂きました。

【テーマ】･平成28年診療報酬改定に伴う各施設の取

り組み

　講演１：･平成28年診療報酬改定について（京都き

づ川病院）中本　隆幸　先生

　　　　　･～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～

　講演２：･当院におけるＡＤＬ維持向上等体制加算、

初期・早期加算への対応（京都第一赤十

字病院）大久保直子　先生

　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

　　　　　･（十条武田リハビリテーション病院）･

酒匂　優一　先生

　講演４：･目標設定等支援・管理加算への対応・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

　　　　　（田辺記念病院）石濱　崇史　先生

　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

　　　　　（京都南病院）鈴木　英嗣　先生

　講演６：地域包括ケア病棟入院料への対応

　　　　　（武田総合病院）秋本　喜英　先生

　シンポジウム・質疑応答

　　座長：中本　隆幸　先生

　　　　　田後　裕之　先生

『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～』

に関しましては、中本が担当をさせて頂き、疑義解

釈の説明を中心にお話をさせて頂きました。

平成28年度改定は、これまでの繰り返しになりま

すが、残すところ１年半と迫っております、平成30

年（2018年）の診療報酬・介護報酬の同時改定前の

最後の改定になります。今回の改定はその布石とも

とれる重要な項目がありました。平成28年度社会局

保険部第１回研修会ではその項目を取り上げさせて

頂き、京都府理学療法士会の会員の先生方よりご講

演頂きました。

ＡＤＬ維持向上等体制加算、初期・早期加算は、

厚生労働省が多職種連携下での早期のリハビリテー

ションの重要性を評価した結果であると考えます。

残念ながらＡＤＬ維持向上等体制加算を算定してい

る施設は少ない結果となっておりますが、初期・早

期加算に関しましては多くの施設で取り組まれてお

ります。この内容に関しまして大久保先生より大変

わかり易くご説明頂きました。

回復期リハビリテーション病棟入院料におけるア

ウトカム評価は、リハビリテーションの成果を評価

する重要な改定になっております。非常にインパク

トのある改定内容であると同時に理学療法士等の力

量が問われる改定です。開始は平成29年1月1日にな

りますが、６カ月間の実績が評価されますので、各

施設におきまして平成28年７月より準備に入ってい

る事と思います。この内容につきまして、酒匂先生

より具体的にご説明を頂きました。

目標設定等支援・管理加算への対応・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

行に関しましては、今回の改定の中で１番の大きな

改定と言えるでしょう。この目標設定等支援・管理

加算は、介護保険に繋げるための厚生労働省の最後

の一手ともいえる加算であると考えます。要介護被

保険者にこの加算を実施しなければ、リハビリテー

ション料が90％に引き下げられてしまいます。この

内容に関しましては、石濱先生より非常にわかり易
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くご講演頂きました。

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に関しましては、今回の改定

で新しく新設されました、廃用症候群リハビリテー

ション料が重要なカギを握っております。この新設

により運動器不安定症の算定に大きな影響を与え、

運動器リハビリテーション料としての算定が狭めら

れる結果となっているのではないでしょうか。どの

施設におかれましても苦慮されていると思われます。

この内容に関しましては、鈴木先生より自院の取り

組みからご説明頂き、聴講された方には大変わかり

易く伝わったことかと思います。

地域包括ケア病棟入院料への対応に関しましては、

平成26年診療報酬改定で新設されましたが、各施設

で積極的に取り組まれている入院料になります。秋

本先生より自院の取り組みの例をあげて頂き、具体

的にメリットとデメリットの説明をして頂きました。

今後導入される施設の会員の方、また具体的に初め

て聞かれた会員の方、いずれにおかれましても大変

参考になったかと思います。

以上のことを踏まえまして、シンポジウムでは今

回の改定の全ての内容にご質問を頂き、現場にて参

考になる討論になったかと思います。白熱した討論

であったがゆえに予定時間を超えてのシンポジウム

となりました。今後も保険部と致しまして今回の内

容、また貴重なアンケートの回答内容を吟味し、会

員の皆様に情報発信をしてまいりたいと考えており

ます。

今回の研修の際に配布させて頂きました資料は、

各先生方のご厚意により京都府理学療法士会ホーム

ページに掲載させて頂いておりますので、お時間が

ございましたらご覧頂ければと思います。

平成28年度の社会局保険部と致しましては、平成

28年12月11日（日）10：00～12：30で、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～』を開催致しま

す。次頁をご参照の上、多くの先生方にご参加頂け

ればと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

最後になりますが、ご多忙な中講師をお引き受け

頂き、大変わかりやすい資料を作成して頂きました、

大久保直子先生、酒匂優一先生、石濱崇史先生、鈴

木英嗣先生、秋本喜英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心より御礼を申し上げます。

社会局保険部理事　中本　隆幸
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平成２８年９月１９日
一般社団法人　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
社会局　保険部　理事　中本　隆幸

部長　田後　裕之

保険部　平成２８年度　第２回研修会＆座談会

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～　』
日　　時：平成2８年１２月１１日（日）　１０：００　～　1２：３０（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『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　先生
　　　　　　田後　裕之　先生
１０：００～１１：１０（予定）
　　　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』（仮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都山城総合医療センター）　　岡村　孝文　先生
　　　講演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』（仮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護老人保健施設　醍醐の里）　木村　友哉　先生
　　　講演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』（仮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（洛和会音羽リハビリテーション病院）　西村ひろみ　先生

休憩　　１０分
１１：２０～１２：３０（予定）
　　　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：kyoto.hokenbu@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９月１９日（月）～平成２８年１１月２６日（土）
問い合わせ先：京都府理学療法士会　保険部　kyoto.hokenbu@gmail.com　まで。
ご質問の受付：･申し込みをされる際に事前にご質問を頂ければと思います。シンポジウムなどにてお聞き

になりたい内容がございましたら、記載の方をどうぞ宜しくお願いします。

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。
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●公益事業部からのお知らせ●
「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

しご参加いただけます。

【事前勉強会】

　平成28年11月21日（月）19時～21時

　（会場：京都第一赤十字病院）

【介助教室】

　平成28年12月10日（土）9時30分～13時頃

　（会場：京都医健専門学校）

スタッフ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

●業務推進部からのお知らせ●
第１回小児ネットワークミーティングの感想

　6月26日に開催された小児ネットワークミーティン

グに参加させて頂きました。今回のテーマはプレー

リーくん（動的脊柱装具）についてです。前半は、

開発に携わっている義肢装具士の方から、プレー

リーくんの特徴や効果、従来の体幹装具との違いな

ど、1時間程度講演頂きました。後半は、実際にプ

レーリーくんを体験するという貴重な機会を設けて

頂き、特徴である撓みを活かした動きを感じること

ができました。想像以上に呼吸もしやすく、使いや

すいことが分かりました。

　現在、プレーリーくんを装着している子ども達も

数名対応させてもらっております。正しい付け方を

しなければ効果が得られにくく、逆効果になりかね

ないということも聞き、職場での共通理解に努めて

いこうと思いました。作製するに当たっての経過や

工夫点などを聴くことで、より適切に装具を使用し

ていくことが出来ると思いました。

貴重な時間をありがとうございました。

南山城支援学校　理学療法士

畑　　翔太

第3回小児ネットワークミーティング（北部開催）を

開催いたします。

日　時：平成28年11月13日（日）午後1:30～3:30

場　所：西駅交流センター（西舞鶴駅内）

　　　　2階　会議室1

定　員：20名（お申し込みは先着順になります）

参加費：無料

内　容：･「小児リハビリに関するケース検討、話題

提供を受けての意見交換」

　　　　･京都北部で障がい児リハに携わっている理

学療法士の日頃の悩みや困っているケース

などを紹介しながら意見交換会を行います。

ご興味のある方はぜひご参加下さい。

申し込み：･参加を希望される方は、･

kyotoptg@gmail.com　ヘ

　　　　･「第3回小児ネットワークミーティング参加

希望」としてメール下さい。

　　　　･今回定員がございますので、参加の可否に

ついて、ご連絡いたします。参加希望の

メールを送られてから、3日経っても返信が

ない場合は、お手数ですが再度ご連絡くだ

さいますようお願いいたします。

※･「小児ネットワーク」「管理職ネットワーク」

「在宅ケアネットワーク」ではメーリングリスト

登録者を随時募集していますので、是非ご登録下

さい。
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　･上記メールアドレスに、希望のメーリングリスト名

と氏名、所属、連絡先（メールアドレス）をお書き

下さい。後日、招待メールを送らせて頂きます。

●地域包括ケア推進部からのお知らせ●
今年度も①地域包括ケア推進リーダー研修会②介

護予防推進リーダー研修会および③両推進リーダー

登録に必要な士会指定事業研修会を開催します。

日時などの詳細は10月初旬にホームページに掲載し

ます。ご確認の上、参加登録をお願いいたします。

地域包括ケア推進部部長　吉田史佐男

●広報部からのお知らせ●
皆様の施設をホームページ上に紹介しませんか？
あなたの職場を自慢しませんか？写真等交えて紹
介して下さい。PDFでの提出となります。詳細はHP
でご確認下さい。

会員の皆様へ
皆様の施設紹介をして下さい。今までNOWの紙面

にして頂いておりました施設紹介をホームページ上
に掲載し、一覧で閲覧できるようにしたいと思って
います。
是非、施設自慢としてアップさせて下さい。

【アップ項目】
　①　施設名
　②　住所
　③　区分（急性期・回復期・生活期　etc.）
　④　セラピスト数
　⑤　平均年齢
　⑥　休日数
　⑦　コメント
　⑧　福利厚生
　⑨　リハビリスタッフの集合写真　　　

　etc.
たくさんのご応募お待ちしております！！

◀委員会からのお知らせ▶

●災害対策委員会からのお知らせ●

〈予　告〉

第一回　災害医療研修会
日　時：平成29年2月26日（日）13時～16時を予定
場　所：京都府下にて調整中
内　容：熊本の被災地での活動報告
　　　　災害医療について　　　等を予定
人　数：15～25名を予定
参加費：無料
主　催：京都府理学療法士会災害対策委員会

※あくまでも予定ですので、内容等を変更する場合がございます。
　詳細は決定次第ホームページ、NOWで報告します。
　問い合わせ先：t.mantani@fushimi-shimizu.jp　　担当･：万谷　健
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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

理学療法士講習会（応用編）
「下肢の運動学と理学療法Ｂ」

日　時：･平成29年2月18日（土）9：30（開始）～･
2月19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。

＊･本講習会は「下肢の運動学と理学療法A」と同様
の内容です。
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12月18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①～⑧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.kashib@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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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
終了

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
終了

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
終了

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
終了

9：00～
17：10

9月15日
終了

19：00～
20：30

膝関節半月板損傷−画像
診断から整形外科的治療
まで−

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

エビデンスで紐解くバランス
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−

麻田博之先生
（蘇生会総合病院） E-1

11月6日

10：00～
11：30

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
エア推進機構NPO-MIST理事）

B-3
京都大学医学部
人間健康科学科 新人発表部

13：00～
17：00予定 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 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

投球動作のバイオメカニク
スとその臨床応用

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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　今年の夏も本当に暑い夏でした。お彼岸が過ぎて過ごしやすくなった今日この頃です。気持ちの良
いこの季節は楽しみが色々あります。やんちゃ娘（3歳半、柴犬）を連れてのハイキングもおいしい
もの食べる女子会も。。。皆さんの楽しみ何でしょうか？
　さて、府士会のHPがリニューアルされて半年がたちます。会員の皆様、しっかり活用されてますか？
見やすくなったでしょうか？
　HP、NOWに関するご意見、ご要望がありましたら遠慮なく広報部までお願いします。
　特に若い会員の皆さん！！フレッシュでエネルギッシュなご意見お待ちしています。･（東　佐登美）

編  集  後  記

     【事務局からのお願い】   
１．会員情報に変更はございませんか？ 

今回、NOW と一緒に京都府理学療法士会の会員名簿平成２８年度版を送らせていただきました。ご自身

の記載事項欄をご確認いただき、施設の名称・部署名・住所・所属の会員の氏名等に誤りがございました

ら、お手数ですが事務局までご連絡ください。施設責任者の方は全員分をご確認頂き、変更追加等ござい

ましたら、まとめてお知らせください。 

なお、異動、改姓、自宅住所変更等のお手続きは、日本理学療法士協会ＨＰのマイページにて、ご本人

様でしていただく必要がございます。変更等ございましたら、早急にお手続きをお願いいたします。 

 

２．楽天クレジット・ニコス自動振替への切り替えはできていますか？ 

現在会費を現金でお支払いいただいている方（施設払いの方を除く）は、必ず楽天クレジットもしくは

ニコスの自動振替への切り替えの手続きをお願いします。楽天クレジットのお申し込みは、日本理学療

法士協会 HP のマイページからお手続き可能です。お支払いを楽天クレジットにしていただくと、事務手

続きの大幅な簡略化が可能です。どうぞご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

ニコスの自動振替の申込書は事務局より郵送いたしますので、下記までご連絡ください。詳細につきま

しては、財務部からのお知らせページをご参照ください。 

 

３．会員証にステッカーをお貼りいただいていますか？ 

  ・現金でお支払いいただいた方⇒会費納入証明証（H28） オレンジ色のステッカー 

  ・楽天クレジットの登録をいただいている方⇒クレジット証明証 赤色のステッカー 

  ・ニコス自動振替の登録をいただいている方⇒自動振替証明証 黄色のステッカーと、会費納入証

明証（H28）オレンジ色のステッカーの 2枚。 

   各種ステッカーが届いていない場合は、事務局までご連絡ください。ステッカーが貼付されていな

い場合、各種研修会の受付の際に会費の納入状況を確認することになり、お時間を要することになり

ますので、ご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

  京都府理学療法士会 事務局 

  TEL075-741-6017  FAX075-741-6018 

 kpta.jimu@gmail.com         


