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新年のあいさつ
京都府理学療法士会会長

並河

茂

会員の皆様、あけましておめでとうございます。
昨年は日本理学療法士連盟の指導の下、参議院議員選挙におきまして、士会員の皆様には多大な
るご協力を賜りありがとうございました。おかげさまで、業界代表として、小川かつみ氏は無事当
選することができました。「戦う日本理学療法士協会」の方針を打ち出していた半田協会長として
は、大変満足のいく結果となりました。しかしこれからが大切です。平成30年の診療報酬・介護報
酬の行方は大変困難な道のりになるでしょうが、この方向性次第で我々の仕事にも大いに影響が出
ることになりますので、士会員の皆さんも今後の動向に注目しておいて下さい。
さて現在、国は地域包括ケアシステムの構築に向けさまざまな議論を行っており、地域は地域で
このシステムの構築を義務付けられています。私は現在介護老人保健施設に勤務しておりますが、
この事に関して職場からの考えをここに述べさせていただきます。日本理学療法士協会も「強い協
会」を構築するがために戦う方針ですが、老健も「強い老健」「国民に必要とされる老健施設」を
今目指して進んでいます。サービス付高齢者向け住宅が急激に増え、老健施設の数を上回っていま
す。安倍首相は、特別養護老人ホームを40万床増床することを公言しています。老健は現在空いて
いるところもあると聞きますが、地域包括ケアシステムを進めていく上で重要な位置に老健はいま
す。急性期医療は在院日数の短縮、早期退院、在宅復帰が義務付けられており、回復期・地域包括
病棟・老健施設が次の担い手となります。次にリハビリという事を考えますと、現在医療保険から
介護保険へという流れがありますが、このレベルでも老健が大切なポイントになるのではと考えて
います。また日本は超高齢化多死時代を迎えようとしています。病院だけでなく在宅や施設でも人
が亡くなる時代です。老健も同様です。このようにして考えると地域包括システムの構築を急がな
くてはならないのですが、今後は介護と医療の連携、多職種協働が重要となるでしょう。また在宅
支援を考えると老健が重要な役割を今後しなくてはならないでしょう。会員の皆さんの多くが所属
されている、医療現場の各職場も地域医療構想で進むべき方向が決まります。もう1年3ヵ月後には
同時改定です。ニュースや会議等の報告に注意しておいて下さい。介護職場も同様です。
昨今は、数字ばかりを追い求めている感のある「知識経済」から、「共感経済」へ転換していこ
うという考え方が出ています。
これは、数字では表せない価値を重要視するものであり、その前提には、知識を流通させるため
に「お互いを信頼しつながりあう人間関係の構築」があります。共感経済は、まさに地域包括ケア
の推進に今後不可欠な考え方となるでしょう。地域とは、すなわち人に他なりません。地域包括ケ
アシステムは、人と人とがつながりあって初めてうまく機能するシステムです。我々理学療法士も、
その欠かせぬ一翼となるよう、一層の努力を重ね続けねばなりません。
新しい年を迎えて大変なことも多くありますが、京都士会としても士会員の皆さんとのつながり
をより大切にしていきたいと考えています。士会員の皆さんの声を聞かせてください。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
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会 長 行 動 記
10月14日	介護支援専門委員会の災害対策部と話し合い

９月４日	日本理学療法士協会全国事務局長会議
（田町カンファレンスルーム（依岡事務局長

	（京都府立総合福祉会館４階）
10月17日	腰痛予防対策講習会（中小企業会館）

出席））

10月22日	第２回

９月７日	三役会（士会事務所）

地域連携懇話会（ホテル京都エミ

ナース）

９月８日	地域リハビリテーション研究会世話人会

10月25日	京都市下京区体験教室会議（下京東部包括セ

９月９日	京都ルネス病院 新病院竣工祝賀パーティ

ンター）

	（リッツカールトンホテル）
９月11日	京都三療法士会協議会会議（光華大学）

	保健師大久保氏等と

９月13日	医師会在宅小委員会

10月28日	JCORE 実地調査（兵庫県三田市）

ワーキンググループ会

10月30日	京都言語聴覚士会一般社団法人化記念式典・

議（京都橘大学）

記念講演会）

９月14日	理事会（士会事務所）
９月16日	日本理学療法士協会表彰審査委員会（田町カ

	祝賀会（京都学園大学 京都太秦キャンパス）

ンファレンスルーム）
９月17日	京都SKYふれあいフェスティバル（京都パル

11月１日	認知症対策防止プロジェクト会議（医師会館）
11月２日	下京区体操教室（下京区合同庁舎）

スプラザ）
９月21日	地域医療介護総合確保基金団体ヒアリング（京

11月６日	日本理学療法士会協会組織運営協議会（田町
カンファレンスルーム）

都府福利厚生センター（依岡事務局長と））
９月26日	京都府リハビリテーション行政職研修会（医

11月９日	三役会（士会事務所）
11月12日	大阪府理学療法士会創立50周年記念式典＆講

師会館）

演並びに祝賀会（大阪リッツカールトンホテ

９月27日	事例から学ぶ事故対応研修会（キャンパスプ

ル）

ラザ）
９月29日	学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会）

11月14日	地域連携パス運営会議（医師会館）
11月18日	JCORE 実地調査（大阪市）

（京都医健）

11月18日	京都私立病院協会創立５２周年記念式典
10月２日	イべント

京都健康と福祉の広場（みやこ

	依岡事務局長出席（リーガロイヤルホテル京
都）

メッセ）
	医療推進協議会主催

11月19日	在宅医療小委員会 研修会（医師会館）

10月６日	第８回在宅小委員会（医師会館）

11月26日	第56回

	イべント

文化会館）

京都健康と福祉の広場（みやこ

11月27日	第56回 近畿理学療法学術大会＆会議

メッセ）
10月８日	講演会

近畿理学療法学術大会（和歌山県民

鈴木康裕氏（厚生労働省保険局長）

11月27日	清水グループ創立６０周年記念講演・式典・
祝賀会

（登録会館）
10月11日	第３回 災害対策委員会（カフェ鴨川）

	依岡事務局長 出席（京都ホテルオークラ）

10月13日	京都府理学療法連盟会議（士会事務所）
	（依岡委員長、麻田事務局長と）
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者263名

平成28年第4回理事会議事録

・楽 天クレジット申込会員：1595名（内休会31

日 時：2016年9月14日（水）19：00～

名）

場 所：士会事務所

・ニコス自動振替引落会員：120名（内休会3名）

出席者：並河・市橋・依岡・布川・苅谷・中本・麻田・

・各 種委員会の財務処理は事務員ではなく、苅谷

池添・石井・江平・黒木・関・島・西村・

理事に依頼を。

堀江・今井・伊藤・南角（書記：島村）
2）学術局報告
≪報告事項≫

・理 学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と

１．会長報告

理学療法A」：9月3-4日、京都大学医学部人間健

8 月2日：ご家族向け介護セミナー、8月6日：近畿

康科学科、参加56名（応募91名）

ブロック会議、8月7日就業フェア、8月17日：管理
者研修会実行委員会、8月21日：都道府県理学療法

【新人発表部】

士役員意見交換会、8月27日：京都ルネス病院新病

・第1回研修会：7月31日、応募159名、参加138名

院竣工内覧会、等に出席
3）社会局報告
２．各部の報告

・第2回ブレーントラスト会議「排泄支援Part」に

1）事務局報告

て相談会を開催することが決定（10月2日：京

・都道府県理学療法士役員意見交換会（8月17日）

都・健康と福祉の広場、10月30日：京都府医師

・都道府県理学療法士会事務局長会議（9月4日）

会館）

・平成28年度地域医療介護総合確保基金に係る事業

・ラン伴について：応募者がなかったことから取

について：9月21日にヒアリング

りやめとなった。

・士 会組織機能強化に必要な解決策および協会への
要望事項の提出について（8月31日締切りで協会へ

【業務推進部】

提出）

・9月25日：業務推進部セミナー「医療職リーダー
に役立つコーチング技術」開催予定

【総務部】

・1 1月13日：小児ネットワークミーティング（北

1）公文書発行No.44～No.71

部）会場決定（西駅交流センター）

2）マイナンバー管理等のため金庫を購入予定
3）事務局への業務依頼の流れについて：事務局へ

【公益事業部】

の業務依頼の方法、会議室予約様式、備品貸し出

1）PTの日（7月17日）について

し様式および備品リストのファイルを理事・部長

・理学療法川柳：356句の応募あり、選考委員会で

に配信して徹底することとなった。

最優秀作品、優秀作品を選出した。
・公開講座：7月17日、京都大学医学部人間健康科

【財務部】

学科にて開催した。参加者80名

・平 成28年度新入会：申込者246名（入金者232
名）

2）介助教室について
・12月10日、京都医健専門学校にて開催予定。

・士会会員数2360名（H28.8.25現在）、会費未納入
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・今後、災害医療についての研修会を開催予定。

・今年は募集期間を1ヶ月程度とする。

3．リハビリテーション就業フェア2016

3）医療推進協議会イベント「京都・健康と福祉の

・8月7日にみやこめっせで開催

ひろば」について：ブースとステージの出展意向

・参加者：合計161名

確認書を提出し、準備を進めている。

・70法人からの求人数：493名以上

【保険部】

≪討議事項≫

1）平成28年度第1回研修会：8月11日、京都医健専

１．第5回日本基礎理学療法学術大会（2018年12月15

門学校、参加者数：72名

～16日）は第29回京都府理学療法士学会の合同開

2）平成28年度第2回研修会＆座談会

催とし、第29回京都府理学療法士学会の学会長に

・テーマ：「退院時支援

西村理事が承認された。

医療―介護連携にむけ

た理学療法士の役割～平成30年同時改訂を見据

２．第27回京都府理学療法士学会にて、学会会場で

えて～」

の書籍販売およびFacebookでの学会PRを行うこと

・日時：平成28年12月11日（日）10：00～

が承認された。

・場所：京都医健専門学校

３．部員および委員会委員の承認

・定員：80名（申し込み多数の場合は抽選）

新
 人発表部および生涯学習部の新入部員各1名の追

3）士会ホームページ更新

加および各委員会委員について承認された。

【地域包括ケア推進部】

≪今後の予定≫

1）地域包括ケア・介護予防リーダー研修について

＊平成29年度事業計画案および予算案は1月11日の三

・地 域包括ケアリーダー研修：平成29年1月29日

役会までが提出締切り

（日）、会場は京都テルサまたは京都医健専門
学校

【理事会】

・介護予防リーダー研修：平成29年2月19日（日）

＊11月9日の理事会は中止

会場は京都テルサまたは京都医健専門学校

第5回 12月14日（水）

2）リーダー研修の士会指定事業研修会について

第6回 1月18日（水）

・日程：平成28年12月11日（日）14：00～

第7回 2月15日（水）

・会場：京都医健専門学校

【三役会】

・内容：①地域包括ケア、②介護予防

第5回 11月2日（水）

3）地域包括ケア推進部のアンケート調査について

第6回 12月7日（水）
第7回 1月11日（水）

【その他】

第8回 2月8日（水）

1．管理者研修委員会
・第1回協会指定管理者研修会（初級）を平成28年
9月19日、京都橘大学にて開催予定
2．災害対策委員会
・第 2回近畿ブロック災害担当者会議報告（8月6
日）
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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4報）
多数の演題応募有難うございました．今回は26演題です．
会員の皆様，京都市呉竹文化センターでお待ちしております．

『理学療法における臨床的視点と科学』
会場

京都市呉竹文化センター

日時

2017年1月22日（日） 9:30～17:00

無料

参加費

プログラム

10:00-10:10

開会挨拶、学会奨励賞授与式

10:10-11:30

特別講演��「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」
花川隆先生（国立精神・神経医療センター）

11:45-12:30

ランチョンセミナー��「半月板治療の最近のトピックス」
栗山新一先生（京都大学医学部整形外科）

12:30-13:20

教育講演Ⅰ��「骨転移の画像診断とリハビリテーション」
池口良輔先生（京都大学医学部整形外科）

13:30-14:20

教育講演Ⅱ��「急性期の理学療法

��������������������������������������-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の試み-」
岩田健太郎先生（神戸市立医療センター中央市民病院）
14:30-15:20

教育講演Ⅲ��「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」
石倉隆先生（大阪保健医療大学大学院）

15:30-17:00

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」

�����������������������������������������������������「膝関節疾患に対する理学療法-症例検討-」
岡徹先生（京都警察病院）
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������「肩関節疾患に対する理学療法」
宮坂淳介先生（京都大学医学部附属病院）
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������「股関節疾患に対する理学療法-股関節屈筋群に着目して-」
治郎丸卓三先生（滋賀医療技術専門学校）

13:00-16:55

一般演題

26演題������������������������������������������������������������
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◀各部からのお知らせ▶

災害医療研修会

今回、京都府理学療法士会として、記念すべき第
１回災害医療研修会を開催することとなりました。
内容は超入門編となります。災害急性期に活躍する

●財務部からのお知らせ●
★今 年度会費未納の方へ（２８年１１月末時点で
２６５名）★

DMAT（災害医療チーム）の話もあります。熊本地

今年度会費未納の方が現在２６５名おられます。

震を経験し理学療法士として何かできることがない
かと考えられた方、活動したい思いはあってもどう
動いたらいいか分からなかった方、災害リハについ
て興味のある方は是非お気軽に参加してみて下さい。

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。
（会費支払いの有無を確認したい方は下記の連絡
先（苅谷）までご連絡下さい。）

日 時：平成29年2月26日（日）13時～17時半

H２８年度年度会費が未納となっている会員の方は

18時～懇親会を開催予定

Ｈ２９年４月1日時点で会員資格停止となり、広報

場 所：京都テルサ第9会議室
内 容：災 害医療・大規模災害マニュアル

熊本地

震での活動報告
D M A T活動について

避難所運営ゲーム

（HUG）等

誌・理学療法学の発送停止及び協会主催の学会・研
修会へのマイページからの申し込みが制限されます。
また、理学療法士賠償責任保険の加入・継続もで
きなくなります。

講 師：D MAT（災害派遣医療チーム）インストラ
クター

の妨げになりますがご容赦ください。

PT

（
 京都第一赤十字病院

１月末にて会費未納の方には、財務部員より各職
場に督促のお電話をさせて頂きますので、若干臨床

（講師が決まり次第、お知らせします。）
加藤 大策

№271

リハビリテーショ

ン科）

多数の会員の方に電話をする作業により、財務部
員の臨床時間も多く取られることとなります。
何卒、早急に納入して頂きます様、重ねてお願い

人 数：30名（先着順）

致します。

参加費：無料
懇親会：3,000円程度
主 催：一般社団法人京都府理学療法士会
※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。
申
 し込みは、下記に名前、連絡先、懇親会への出
欠を明記し、ご連絡下さい。

★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

折り返し連絡させて頂きます。

普通預金 ００５３７３１
一般社団法人 京都府理学療法士会

問い合わせ先：t.mantani@fushimi-shimizu.jp
担当 ：万谷 健

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）
口座番号：００９４０－６－２８８４０２
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加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会
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③クレジット・自動振替への切り替え手続きの推進

＊通信欄に短文が書けます。

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。

★楽天クレジット又はニコス自動振替への申し込み
はお済みですか？★
Ｈ２８年１１月の時点にて、楽天クレジット未申
込の方が約７５１名おられます。
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より申し込みをお願い致し
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。

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。
【問い合わせ先】
・各種証明証について 事務局
E-mail: kpta.jimu@gmail.com

また、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。
御希望の方は士会事務局までメール（kpta.jimu@

TEL：075-741-6017 FAX：075-741-6018
・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）

gmail.com） もしくはお電話(075-741-6017)

〒602-8319 京都市上京区七本松五辻上ル

でお申し込み下さい。

TEL：075-461-8800（内線159）FAX：075-461-5514

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。

●保険部からのお知らせ●
１）公益事業部の担当イベントに協力参加
１０月２日（日）の『「京都・健康と福祉のひろ
ば」

会をつくりましょう』に保険部から２名参加してき
ました。
担当：相談業務

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

２）保険部

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

平成２８年度

第２回研修会＆座談会

について

明証発行の廃止のお知らせ★

認の必要がなくなっていること。

子育てファミリーが健康で働き続けられる社

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
～』が１２月１１日（日）に活発な意見交換のもと
終了することが出来ました。
この研修会＆座談会におけます情報提供をホーム
ページ等へ掲載する予定にしております。ホーム
ページ等のご確認をよろしくお願い致します。
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②メディケアリハビリ 訪問看護ステーション京都･
鶴谷 啓明 先生

平成28年10月2日（日）、京都市勧業館みやこめっ

内 容：在 宅でのリハビリにおいて連携は重要で

せにおいて、京都府医療推進協議会イベント「京

す。特に難病患者さんの在宅生活を支え

都・健康と福祉のひろば～子育てファミリーが健康

る為には医療・福祉を超えた連携が必要

で働き続けられる社会をつくりましょう～」が開催

不可欠です。今回「在宅での難病患者に

されました。当士会は主に子育て世代に向け、腰痛

おける連携」を中心に、ケース検討・話

予防についてのクイズやミニレクチャーを行いまし

題提供を受けて意見交換を行いたいと思

た。

います。普段の臨床業務で連携に困って

飴のつかみ取りで集客し、その両親、祖父母世代

いる方に、少しでも業務に活かして頂け

にパンフレットを配布するなど、子ども連れの来場

るような内容にしたいと思います。ご興

者をターゲットとする作戦が功を奏し、当士会ブー

味のある方、是非ご参加下さい。

スは準備した当士会広報用のクリアファイル、パン

申し込み：kyotoptg@gmail.comへ。件名を「在宅

フレットなど300セットが足りなくなるほどの盛況ぶ

ケ ア ネットワークミー ティング 参 加 希

りでした。

望 」とし て 、所 属と 氏 名 を 記 載 し て 、

また、個別相談ブースでは、腰痛や肩こりの悩み
の他、介護や外来リハに関する相談など多数寄せら
れ、参加者は士会スタッフの話に熱心に耳を傾けて

メールにてお申し込み下さい。
※「 在宅ケアネットワーク」「小児ネットワーク」
「管理職ネットワーク」では、メーリングリスト

おられました。

登録者を随時募集しています。上記アドレスに、
ぜひお申込み下さい。
○業 務推進部セミナー「医療職リーダーに役立つ
コーチング技術」を受講して
私は院内で一つのチームを運営させて頂く立場に
ありますが、運営方法はこれでいいのかなと疑問を
感じており、今回の講義を受講しました。吉岡先生
の話を聞いて自分がどこでつまずいているか気付く
事が出来ました。意図やプロジェクトを共有し、成
功も失敗も共に味わい、次への発想へ結びつけるサ

●業務推進部からのお知らせ●

イクルに入れば、システムはおのずと機能していく

○第１回 在宅ケアネットワークミーティング

のではないかと。そのためにはコミュニケーション
が必要です。

テーマ：難病に関わるリハ職の連携と支援

今後もコーチング技術を学びつつ、実践で生かし

日 時：平成29年1月14日（土）午後3時～5時

ていきたいと考えています。

場 所：京都医健専門学校

（京都武田病院・辻智香子）

参加費：無料
話題提供者：
①向日回生病院 訪問リハビリテーションかいせい･
赤松 友里 先生
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地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダーの導入研修のお知らせ
本年度も地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダー資格の取得を目指す方への導入研修を下記の
とおり開催いたします。
（尚、今年度の士会指定事業は終了しております。ご注意ください。）
１）地域包括ケア推進リーダー導入研修
日 時：平成29年1月29日（日）10：00～17：00（受付開始9：30）
場 所：京都医健専門学校 第1校舎 5階 504教室
参加費：無料

締め切り：定員になり次第又は平成29年1月13日（金）

２）介護予防推進リーダー導入研修
日 時：平成29年2月19日（日）10：00～17：00（受付開始9：30）
場 所：京都医健専門学校 第1校舎 5階 504教室
参加費：無料

締め切り：定員になり次第又は平成29年2月3日（金）

（注意事項）
両推進リーダー導入研修は各定員30名（先着順）
＊＊＊尚、両推進リーダー導入研修および士会指定事業の申し込みは
京都府士会員に限りますのでご注意ください＊＊＊
推進リーダーの認証を取得するには、必ず推進リーダー導入研修と士会指定事業の参加が必要です。
特に推進リーダー導入研修を受講し、推進リーダーの認証しようとお考えの方は以下の点に注意して下さい。
①認証された各リーダーは士会の地域包括ケア推進部の事業への協力を行ってもらう事を前提とします。
②推進リーダー導入研修は日本理学療法士協会にて作成された内容にて実施します。
③日本理学療法士協会から指示があり、新人教育プログラム履修修了者が対象となりました。
④推進リーダー導入研修は推進リーダー導入研修前にe-ラーニング受講修了した者、又はe-ラーニング受講
免除を日本理学療法士協会からうけた会員（ケアマネジャーの資格をお持ちの会員、地域理学療法もしく
は介護予防の認定理学療法士の資格をお持ちの会員等）が対象者であること。
＊受講の方は必ず事前に、日本理学療法士協会のホームページで両推進リーダ―について内容を確認・理
解して申し込んで下さい。
e-ラーニング受講には2週間以上かかる場合があり、その期間を考慮し、推進リーダー導入研修会参加に必要
な手続きを終了しておいてください。推進リーダーの認証を希望される方は必ず、e-ラーニング受講又は免除
要件を取得して下さい。また、更にHP上で詳細な内容のお知らせを追加する場合がございます。各自、適時に
ＨＰのご確認をお願い致します。
申し込み方法
各推進リーダー導入研修及び士会指定事業の参加申し込みは、京都府理学療法士会までメールにて、件名に
「地域包括ケア研修会申し込み」と記載の上、以下の内容を記載の上、申し込んで下さい。
尚、各申し込み締め切り期限が異なりますので、複数の研修を受講される方は、注意して早期の申し込みを
同時にお願いいたします。
※締め切りを過ぎても定員に満たない場合は締め切り日以降も受付可能ですので、申し込み状況は京都府理
学療法士会のHPをご覧ください。
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①氏名
②所属
③会員番号
④連絡先電話番号
⑤経験年数
⑥参加する研修会名：参加する研修名を全て記載して下さい。
（記載：地域包括ケア推進リーダー導入研修・介護予防推進リーダー導入研修）
＊申し込み確認のため、申し込み済のご連絡をメールにて実施します。
申し込み先メールアドレス： kpta.houkatsukea@gmail.com
全ての研修の申し込み開始：11月1日（火）より開始しております。
尚、メールでの参加申し込みが困難な士会員は以下の連絡先（一般社団法人京都府理学療法士会 事務局）に
電話し、その後確認を得た後にＦＡＸにて申し込んで下さい。
ＦＡＸ申し込み確認電話先； 075-741-6017

尚、ＦＡＸ番号は075-741-6018です。（平日9時～17時）

＊参加の可否の連絡は、ご参加いただけない場合のみ  直接ご連絡させていただきます。
各推進リーダー受講者の方へ
・資料は当日配布となります。
・遅刻された場合は修了証をお渡しできませんので、ご注意ください。
・昼食は各自ご準備下さい。
近
 くにコンビニはありますが、各自で会場となります京都医健専門学校の近辺地図をご確認ください。
（昼休みは40～50分の予定です。）
教室での飲食は可能です。ただし、ゴミは各自でお持ち帰り下さい。
・京都府理学療法士会、日本理学療法士協会のHPを必ず、ご覧ください。
・この推進リーダーは定員を決めております。既に申し込みが終了しておられる方でキャンセルされる場合
はできるだけ、早急にご連絡を下さいますようよろしくお願いいたします。
※介護予防推進リーダー導入研修を受講される方へのお願い
ご
 自分がお住まいの自治体（市町村）が取り組まれている、介護予防や高齢者対象の事業が掲載された資
料を持参して下さい。下記スケジュールの「介護予防事業の企画立案」にて参考として使用します。
・各推進リーダーのスケジュール（予定）
（１）地域包括ケア推進リーダー 導入研修スケジュール
時間
9：30～10：00

（２）介護予防推進リーダー 導入研修スケジュール

内容

時間

受付開始

9：30～10：00

内容
受付開始

10：00～10：05 挨拶

10：00～10：05 挨拶

10：10～11：00 地域包括ケアシステムについて

10：05～11：35 介護予防事業に関連する行政組織・関
連団体と福祉計画

11：10～12：10 地域ケア会議とは
12：10～13：10 昼食

11：40～13：10 介護予防事業の展開の方法

13：10～14：00 地域ケア会議に求められる理学療法士

13：10～13：50 昼食

の役割

13：50～15：20 介護予防の実践

14：00～14：10 休憩

15：25～16：55 介護予防事業の企画立案（※）

14：10～15：10 事例検討

16：55～

16：10～

今後の地域包括ケア推進部の事業協力
へのお願い

15：10～16：10 模擬会議の実際と心構え
今後の地域包括ケア推進部の事業協力
へのお願い
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より多くの会員の皆様の目に留まるように、NOWの内容を少しずつ、充実していきたいと考えてい
ます！！
新コーナとして、Tea Break、職場以外での活動記を設けました。
Tea Breakでは最近のトピックスを自己紹介を交えて。
また職場以外での活動記では、自身の体験談などを掲載します。是非、皆さん、気軽に投稿して下さ
い。
Tea Breakは、リレー方式にしようかと思っています。
仲間の輪を広げながら、より多くの皆さんとつながることが出来ればと願っています。（広報部）

水の中はみんな自由！
〜バリアフリーダイビングに参加して〜

ダイビングは趣味ではあったが、ハンディキャップ
を持った方の支援は経験がなかった。しかし、理学
療法士という障害を持った方に携わる仕事をしてお

武田病院グループ本部リハビリテーション部
島

浩人

り、過去には障害者スポーツに関わり、1988年に開
かれた未来くんがマスコットであった京都国体後に
開催された全国身体障害者スポーツ大会にも障害を

去るH28.10.13〜10.16の期間で第17回バリアフリー

もった選手のアシスタントとして派遣されたことが

ダイビング大会が沖縄県本島本部で開催された。京

ある。その経験を少しでも活かす事ができればと思

都南ロータリークラブが主催してN PO法人日本バリ

い、お手伝いさせてもらうことを決めた。
ダイビング前日の夜は、宿泊先の残波岬ロイヤル

アフリーダイビング協会の協力のもとで行われた。
以前から、南ロータリーの人達とお付き合いがあ

ホテルで開会式とウェルカムパーティーで、ゲスト

り、2〜3年程前に、現在の会長さんから、「障害の

の方、バリアフリーダイビング協会のスタッフの方、

ある人をダイビングにつれて行ってあげたい。水の

ロータリークラブの方、ボランティアの方など総勢

中では無重力なので力がなくても自由に動くことが

55名で親睦を図った。その中には琉球リハビリテー

できる。障害があるからダイビングを諦めている人、 ション学院の教員の方も来られていた。明日のダイ
障害があっても水の中に潜って美しい魚やサンゴな

ビングに備えて、お酒はほどほどにしておいた。

どを見たり、浮遊感を体験したい人がいるはず、そ

当日、朝は5時半に起床、朝風呂に入り目を覚まし

のための支援をしたい」と熱く語られていた。私も

てから、モーニングを食べ、7時から問診とバイタル
チェックを行った。ゲストの方は、肢体障害、聴覚
障害、視覚障害の方と幅広く、能力的にも歩ける方、
車いすの方、電動車いすの方で、年齢も20歳代〜70
歳代と多様だ。しかし、共通しているところは、皆
さん、よくしゃべり、明るく、いい顔をされていた。
前日、飲み過ぎた方もおられたが、皆さん、体調は
問題なく、クリア！

早速、マイクロバスに乗り込

み本部まで約1時間のドライブ。バスの乗り込みの際
の車いす介助や段差介助は、この理学療法士として
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仕事をしているもの強みでもあり、問題なくスムー

クになる可能性が大であり、何があっても、それを

ズに行えるかと思っていたが、実はそうでもなく、

外さないようにする事が肝心である。しかし、それ

ゲストの方の動作能力を把握していなかったので過

を咥える機能が不十分な方には、口でくわえなくて

介助になり、戸惑ってしまった。

も鼻・口で同時に陸上と同じように呼吸ができるよ

ダイビングス

うに口までのフルフェイスマスクがあるということ

ポットへ行く船

にも驚いた。

着き場に到着後、

いよいよ、エントリー！

普通は船の縁に腰をか

ウェットスーツ

けて、後ろ向けに倒れて入水するといったバック

に着替えるお手

ロールで入るが、運動障害の重い場合は、横向きに

伝い。ウェット

しながら、介助して入水する。介助するというより

スーツは背中か

も、突き落とす感じだ。一見、乱暴に見えるが、機

ら腰付近と手と足の袖に

材装着で重くなった身体を無理に持ち上げて介助し

15c m程のチャックがつ

てしまうと、身体に装着した機材を壊したり、関節

いているのが一般的であ

に負担をかけてしまう可能性もあるため、理にか

るが、手首から肩まで、

なっている。

足首から大転子まで

入水の衝撃でマスクが外れても、水面で待機して

チャックが延長された

いるインストラクターがいるので、十分に対処が可

ウェットスーツを事前に

能である。

ロータリークラブが特注

ここまでは、私の仕事であり、入水から潜行、遊

で作ってくれたおかげで、

泳まではバリアフリーダイビングの経験豊富なイン

比較的容易に着替えさせ

ストラクターにお任せした。後は一緒に潜り安全を

ることができた。

見守る程度である。ただ、ゲストの装備のチェック

着替えが終わり次第、船に乗り込むための介助、

をすることに頭が一杯になり、自分の空気タンクの

歩行で乗り込む場合や車いすごと乗り込む場合など、 バルブを開けるのを忘れてしまった。
初めての経験であったが、マンパワーがあればなん
とかなるもだと感じた。

水の中では片麻痺の人は片手片足で、対麻痺の人
は手で水をかき、推進している。初めはバランスが

ダイビングス

とりづらかったそうだが、徐々に慣れてきたそうだ。

ポット（ゴリラ

重度の運動障害の方もインストラクターが少し、介

チョップ）に着け

助するだけで水中遊泳ができる。視覚障害の方はイ

ば、機材の装着の
介助。B C（浮力
調整装置でタンク
を取り付けるも
の）、タンク、マ
スク、フィン、レギュレーター（口にくわえてタン
クから肺に空気を取り入れる装置）などです。大事
なのはマスクやフィンが外れても、対処は用意であ
るが、口に加えたレギュレーターが外れるとパニッ
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ンストラクターが誘導で貝や岩を触り、水の中をイ

友達ができて良かった。」という言葉を笑顔でかけ

メージしながら、浮遊感を楽しみことができるそう

て下さり、私の関わりの未熟さが救われると同時に

である。

励みになった。中には健常の頃にダイビング経験が

こうして、2日間に渡るダイビングは無事に終了し

400本以上の経験があり、脳卒中で片麻痺になってか

た。終了後、食事をしながら閉会式で最後の交流を

ら、ダイビングはできないものだと諦めていたが、

図った。今回は京都南ロータリークラブの主催であ

このイベントを紹介されて参加して麻痺があっても

り、そのメンバーの職業は飲食業、建設業、デザイ

ダイビングができた事に感動された方もおられた。

ナー、衣服、扇子、菓子などの製造業、医師など多

障害を受けてから、思うように身体が動かなくなっ

種多様であり、必ずしもハンディを持った人と携わ

たことで、絶望感もあったかもしれないが、ここま

る仕事ではなく、この経験により車いす介助につい

でダイビングをしてみたいという気持ちに至るには、

て知って頂き、障害についての理解も私も含めて深

人とのつながりや情報が大事かと考えている。これ

まったのではないかと感じた。また、このイベント

で終わるのではなく、これからもこのようなアシス

のためにライセンスを取得された方もおられ、意気

タントを行い、これからも情報が拡散できるように

込みと連帯感の良さを感じた。

フェイスブック等で紹介していきたい。

ゲストの皆さんは、「楽しかった。また行きたい。
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Tea Break
●名前
ニコルソン 和葉
●ＰＴ経験年数
９年目
●趣味＆オススメ情報
私の最近の趣味は、世界各国の料理を提供するお店を巡ることです。インド料理や韓国料理、タイ料理など
のメジャーどころの他にも、メキシコ料理やブラジル料理、ペルー料理、カナダ料理などもオススメです。メ
キシコ料理の中ではケサディージャ（タコスの皮にチーズを挟んだもの）、ブラジル料理ではフェジョアーダ
（豆と牛肉の煮込み）、ペルー料理ではセビーチェ（白身魚のマリネ）、カナダ料理ではプティーン（フライ
ドポテトにグレイビーソースをかけたもの）が美味しいです。
京都には、現地の方がオーナーをされているお店が多く、世界各国の料理を楽しめます。是非、みなさんも
本場の味を楽しんでみてください。
●マイニュース
最近、カナダ人と国際結婚をしました。お互い、相手の母国語の理解が50％程度なのですが、わからないこ
とは辞書を片手にコミュニケーションを取ることで、不思議なことに大きな壁は感じません。それぞれの国の
文化の違いに驚くこともありますが、新鮮で楽しい瞬間でもあります。例えば、「人前で歯磨きをして恥ずか
しくないの？」と聞かれた時には驚きました。恥ずかしいも何も、普段、私は職場のスタッフルームで歯磨き
をしているので…。
これからの目標は、語学力を高めて仕事の中でも活かしていくことです、また、家庭と仕事を両立していく
ことが課題でもあります。職場の先輩にもアドバイスをいただきながら頑張っていきます！
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平成28年度
日程

5月22日
終了

6月19日
終了

7月3日
終了

7月10日
終了

7月31日
終了

時間
10：00～
11：00

テーマ

学術局研修会予定
講師

新プロ単位

理学療法と倫理

苅谷康之先生
（西陣病院）

A-1

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

9：00～
12：00

筋の構造から考える理学 河上敬介先生
療法の評価や治療
（大分大学）

13：30～
16：30
9：00～
12：00

基礎
運動器

離床期における呼吸循環 笹沼直樹先生
動態の生理と臨床
（兵庫医科大学病院）

C-3

基礎
内部障害

サルコペニア・フレイルと予
防理学療法

C-4

基礎
生活

13：30～ 歩行障害とリハビリテーショ 久保秀一先生
16：30 ン
（京都府立医科大学附属病院）

E-2

基礎
運動器

10：00～ 脳卒中のケースカンファレン 症例提示者2～3名
12：00 ス
助言講師：吉尾雅春先生

B-4

山田実先生
（筑波大学大学
院人間総合科学研究科）

場所

担当

京都教育文化
センター

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

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

13：00～ 脳卒中患者の脳のシステ 吉尾雅春先生
16：00 ム障害とアプローチ
（千里リハビリテーション病院）

C-1

「あっ大変！人が倒れた！」
10：00～
－蘇生に関する基礎知識
11：30
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

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）

15：15～
16：45

理学療法におけるICF～臨床 浅川育世先生
場面でどのように活かすか～ （茨城県立医療大学）

D-1

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）
京都大学大学院生
の理論と実際」

B-2

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

新人教育部

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

新人発表部

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
栗山新一先生
診断から整形外科的治療
（京都大学医学部附属病院）
まで－

C-2

13：00～
14：30

エビデンスで紐解くバランス 佐藤春彦先生
障害の理学療法
（北里大学医療衛生部）

C-1

15：15～
16：45

臨床実習指導者研修―辛
麻田博之先生
かった臨床実習を踏襲す
（蘇生会総合病院）
る悪循環をなくすために―

E-1

10：00～
11：30

澤向慶司先生
臨床研究で知っておくべき統
（特定非営利活動法人パブリックウ
計解析とデータ管理の留意点
エア推進機構NPO‐MIST理事）

B-3

新人症例発表会

発表者のみ新プロ単位認定

C-6

13：00～
17：00

基礎
神経

京都大学医学部
人間健康科学科

D-3

13：00～
18：40

11月6日
終了

認定専門領域

C-2

8月6日
終了

10月23日
終了

№271

新人教育部

新人発表部

11月16日
終了

19：00～
リハビリテーション栄養
20：30

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
終了

13：00～ 投球動作のバイオメカニク 田中洋先生
14：30 スとその臨床応用
（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
終了

5～6時間

肩甲帯および肩関節の機 瓜谷大輔先生
能解剖と触診
（畿央大学）

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

1月29日

9：00～
17：10

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

第2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）
京都大学大学院生
の理論と実際」
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平成28年度総会のお知らせ
下記の通り、平成28年度京都府理学療法士会総会を開催いたします。
欠席される場合は、後日、総会資料と同時に送付いたします委任状を必ずご返送いただきますようお願いい
たします。
日 時 平成29年4月9日（日）15：00～
場 所 京都大学医学部人間健康科学科内
杉浦地域医療研究センター 2階 杉浦ホール
（京阪電車 神宮丸太町駅（５番出入り口）から東へ徒歩５分）

編 集 後 記
新年あけましておめでとうございます。あっという間にお正月になりました。
年々一年が早く感じるのは、きちんと理由があると、高校時代の物理の先生に教わりました。6 歳
の子供の一年はそれまでの人生の 6 分の 1 の時間、50 歳の人の一年はそれまでの人生の 50 分の 1 の
時間になります。そう考えるとわかりやすいですね。
「私たちは大きいことはできません。小さなことを大きな愛をもって行うだけです。」
（マザーテレサ）
今年も感謝の気持ちを忘れず、「愛」というスパイスを注ぎながら仕事をしたいと思います。会員の
皆様の今年一年のご活躍をお祈りしています。
（東 佐登美）
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