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社会局は何をしているの？
社会局長 布川 雄二郎
今年も、はや6月となり、近畿は7日には梅雨入りが発表されました。今回のNOWがお手元に届く頃は7月で、
猛暑となっているかと思います。さて、先日、広報部長から、『「巻頭のことば」を書いてくれませんか』と
いう突然の依頼を受けました。文章を書くのが苦手な私としては、本来なら、受けないつもりでいましたが、
N O Wの表紙等を変更することが理事会でも話題となっており、（確かに「N O W」という言葉自体がすでに
「ナウくない」）私も変化しなくてはならないなぁと思い、受けてしまいました。
ということで、本題に戻りますが、皆さんは、社会局が何をしているか知っていますか？
京都府理学療法士会の組織は、大きく学術局・事務局・社会局の3局に分かれており、学術局は主に士会員の
質の向上を図るため、学術関連の研修会や学会等を担当しており、事務局は主に士会員の会員管理、士会活動
に関する事務、士会員・士会活動等の財務管理、広報を担当しています。社会局は、それ以外の活動を担当し
ており、具体的には保険部、公益事業部、業務推進部、地域包括ケア推進部の4つの部から構成されています。
それでは、一つ一つ簡単にどのような活動をしているかを紹介します。まずは、保険部です。名前の通り、
保険部では、医療保険・介護保険に関する情報の収集と提供をしており、特に来年の平成30年度は医療・介護
同時改定でもあり、来年3月には本部の理事をお招きし、勉強会を開催する予定です。その他にも、リハ関連事
業のマニュアル作成、医療・介護連携に関する研修会など、精力的に事業を展開していて、士会員のお役に
立っているかと思います。次に公益事業部です。公益事業部では、毎年、主にリハ従事者に対する介助教室や
理学療法の啓発を目的とした公開講座、医療福祉団体が共催して開催されている、健康と福祉の広場でのイベ
ント参加、7月17日の理学療法の日にちなんだ理学療法週間での事業展開として、リハビリに関する川柳募集と、
今年は、全国統一キャンペーンとして、介護予防のシルバ－リハビリ体操を実施していきます。このように、
公益事業部の活動は、理学療法を通して、府民に対する貢献事業を主目的としています。次に業務推進部では、
各職場における横の連携を図ることを主目的として、管理職、小児リハ、在宅リハに関わっているセラピスト
のネットワークの構築や、連携を図り、顔の見える関係性を手助けする活動、各分野における研修会の実施等
をしています。まずは、皆さんネットワ－クに参加し、情報の共有化や悩みの相談をしてみてはいかがです
か？最後に地域包括ケア推進部です。この部は昨年度、委員会から部に昇格しましたが、地域包括ケアシステ
ムの構築を手助けするために、主に地域包括ケア会議に出席できるような人材の育成や、介護予防に関する指
導者の育成等を担当しています。
現在、本部協会は士会員の質の向上として、学会や研修システムの修正と変更を推し進める一方で、職域の
防衛と拡大を、地域包括ケアシステムの構築にむけて、都道府県士会での組織強化への支援やシルバ－リハビ
リ体操を通じて、行政とタイアップし、介護予防分野での足場を固めたいと考えているようです。さらに、平
成30年の同時改定に向け、医療保険では、ＩＣＵ、ＣＣＵでの理学療法士の常勤配置や精神科病棟での理学療
法士の雇用、介護保険では、自立支援強化型訪問看護ステ－ションや自立支援強化型通所介護を念頭に調整し
ていくようです。
最後に、協会も士会も日々、士会員の質の向上と職域の防衛と拡大を図るため、変化しようと努力していま
す。みなさんも、今の自分から、少しでもいいですから、向上し、理学療法を通じて、社会への貢献ができる
よう変化していきませんか。士会として、その変化を後押しできるような、システムと事業展開ができるよう
に取り組んでいきたいと考えています。今後とも、よろしくお願いします。

−2−

平成29年７月10日

京都府理学療法士会ニュース

№273

会 長 行 動 記
４月18日	災害対策委員会（カフェ鴨川）

３月４日	日本音楽療法学会第15回近畿学術大会

４月21日	終業フェア実行委員会（リハ推進センター）

（梅花女子大学）
３月６日	京都府リハビリテーション三療法士会協議会

４月24日	京都地域包括ケア推進機構第７回総会
（医師会館）

会議（リハ推進センター）

４月25日	京都府リハビリテーション三療法士会協議会

３月８日	監査（士会事務所）

会議（リハ推進センター）

３月10日	京都府地域リハビリテーション会議

４月26日	老人福祉施設協議会懇親会

作業部会（医師会館）

（京都ロイヤルスパ）

３月12日	京都医健卒業式（ウェスティン都）

４月28日	京都府リハビリテーション三療法士会協議会

３月19日	滋慶医療大学院大学卒業式

会議（リハ推進センター）

JRAT 近畿ブロック会議
３月21日	京都府リハビリテーション三療法士会協議会

５月６日	依岡事務局長と打ち合わせ

会議（リハ推進センター）
３月24日	就業フェア実行委員会（リハ推進センター）

５月15日	地域連携パス運営会議
第35回脳卒中連携パス運営会議

３月25日	京都久野病院 内覧会

	第39回大腿骨近位部骨折連携パス会議

３月31日	京都府地域リハビリテーション会議

（医師会館）

作業部会（医師会館）

	京都府医療推進協議会 第33回代表者会議
（医師会館）

４月２日	滋慶医療大学院大学入学式

５月17日	第１回 三役会（事務所）

JRAT近畿ブロック災害対策委員会 新大阪

５月20日	日本理学療法士協会総会 議事運営委員会

４月７日	京都府支援センターとの補助金の話し合い

（田町カンファレンスルーム）

（府立医大）
４月８日	リハビリ施設基準と点数学習会（池坊短大）

５月21日	JCORE研修会
（国際医療福祉大学東京青山キャンパス）

４月９日	日本理学療法士協会理事との話し合い
	全理事（京都府士会）と松井理事・湯本事務

５月23日	就業フェア実行委員会（リハ推進センター）

局

５月24日	第２回理事会（事務所）

本白水委員（士会事務所）

５月26日	災害対策委員会（カフェ鴨川）

京都府理学療法士会 総会（杉浦ホール）

５月29日	京都府リハビリテーション三療法士会協議会
会議（光華大学）

第１回 理事会
４月13日	京都府医療トレーニングセンター運営委員会
第11回在宅小委員会（医師会館）
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【財務部】

平成28年度第7回理事会議事録

⑴平成28年度新入会：248名（うち入金者245名）

日 時：平成29年2月22日（水）19：00～

⑵士会費納入状況（現在会員数2,467名、うち休会95

場 所：士会事務所

名）

出 席：並河・市橋・依岡・布川・苅谷・中本・池添・

未
 納者135名（H28年のみ：104名、H27～28年：22

石井・江平・黒木・島・西村・堀江・今井
（書記：今井陽一）

名、H26～28年：9名）
【学会部】

欠 席：麻田・関・伊藤

⑴第27回京都府理学療法士学会の報告
・参 加者336名（府士会員279名、他府県40名、学

≪報告事項≫

生11名、その他6名）

１．会長報告

・支出決算及び学会奨励賞候補について承認され

1 /13 第5回災害対策委員会（カフェ鴨川）、1/18
三役会（士会事務所）、1/21 京都私立病院協会新

た。
⑵第28回京都府理学療法士学会について

春懇親会（ブライトンホテル）、1/22 第27回京都

・平成29年12月3日（日）9:00～17:00、京都橘大学

府理学療法学会（京都市呉竹文化センター）、

にて開催予定

1/25 理事会（士会事務所）、1/29 新年のつどい

【社会局】

（薬剤師会）（京都ホテルオークラ）、1/31 第32

以下の候補について確認された。

回京都府医療推進協議会（医師会館）、2/2 平成28

・介 護予防・健康増進事業推進における都道府県

年度第2回京都市リハビリ推進協議会（京都市地域

コーディネーター：阪東美可子、佐藤文寛

リハビリテーション推進センター）、2/3 表彰審査

・介護認定審査委員：関、中本、布川

委員会（田町カンファレンスルーム）、2/4 新春賀

・障 害区分認定審査会委員：江平、麻田、池添、宝

詞交換会（グランヴィア京都）、2/5 京都リハビリ
医学研究会委員会（国立京都国際会館）、2/6 災害

輪、吉田
・急 性期・生活期の職域別中央研修会士会代表：生

対策委員会研修会打ち合わせ会議（老健深草京し

活期：並河、急性期：布川

みず）、2/9 第10回在宅医療小委員会（医師会館）、 【公益事業部】
2/10 京都府リハビリテーション支援センターとヒ

⑴全国一斉介護予防キャラバン 理学療法の日

アリング（三団体と補助金事業について）（府立
医大）、同 平成28年度京都式地域包括ケア取り組

シルバー健康体操を府下2か所程度で開催予定
⑵公 開講座：平成29年9月10日（日）開催予定。講

み発表会（医師会館）、2/15 三役会（士会事務
所）

師・場所は調整中。
【業務推進部】
⑴業務推進部セミナー：平成29年9月23日（土）開催

２．各部局より

予定

【総務部】

⑵小 児ネットワークの勉強会：平成2 9年6月2 4日

公
 文書発行：No.164 委員派遣依頼（第52回京都病

（土）開催予定

院学会）、No.165 後援名義使用承諾書（第9回日本
静脈経腸栄養学会近畿支部学術大会）、No.166 後

３．その他

援名義使用承諾書（第44回日本赤十字リハビリ

・第52回京都病院学会

テーション協会学術集会）、No.167 派遣依頼（第

平
 成29年6月11日（日）、池坊短期大学にて開催さ

33回京都市地域リハビリテーション交流セミナー）

れる
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≪今後の予定≫

2 月16日排泄支援に並河会長が代理出席、2月21日

監 査：平成29年3月8日（水）18:30～（監事のみ18

食支援に黒木理事が出席

時～）士会事務所にて
三役会：監査終了後

≪討議事項≫

総 会：平成29年4月9日（日）15:00～

1．平成28年度事業報告・決算報告および平成29年度
事業計画・予算案について

杉浦ホール

にて
平成29年度第1回理事会：4月9日総会終了後に開催予定

2．P T協会の事務局強化補助金についてのヒアリン
グについて
総
 会前（12時～14時頃）に開催する予定。PT協会
に内容を確認して日時・参加者を調整する。

平成28年度京都府理学療法士会 総会議事録要約
日 時：平成29年4月9日（日）15：00～17：00

3．士会50周年記念誌（広報部）
平
 成31年で士会50周年となる。記念誌作成のため

場 所：京 都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻

の資料収集作業を始める。

杉浦地域医療研究センター2階 杉浦ホール

4．新人必須初期研修会（新人教育部）

議 長：並河会長

新人必須初期研修会の講師の変更が承認された。

書 記：大島 洋平（京都大学医学部附属病院）

5．表彰審査委員会より
平成29年度会長賞推薦者5名が承認された。

平成28年度士会会長賞の表彰

6．選挙管理委員の選出について

表彰審査委員長 麻田理事

選挙管理委員候補3名について確認された。

本年度対象5名：窓場勝之氏、藤田加奈子氏、木村

7．定款の見直しについて

友哉氏、小林寛昭氏、清水真弓氏

総
 会での審議事項となる定款の見直しについて検
討された。

定足数の確認

8．新規後援名義使用許可の申請について

総会員数 2296名（平成29年3月15日現在）

第
 32回日本RAリハビリ研究会学術集会（平成29年

出席者

10月21日（土）開催）の後援名義使用が承認され

1493名、計1534名（総会

の成立の必要数を満たす）

た。

議長の成立宣言により議事に入る。

9．京都府医師会からの腰痛予防研修会の講師派遣に
ついて

41名、委任状

第一号議案 平成28年度事業総括報告

きづ川病院内で調整することが承認された。

並河会長

10．業務推進部より
副
 部長の交代（バプテスト病院 浅野氏→メディケ
ア京都 鶴谷氏）および部員の追加（訪問看護ス
テーション梨の里 知花氏）が承認された。

・平成28年度事業は概ね予定通りに実施された。
・事 務局について、総務部では事務員2名体制と
なった。広報部では士会ホームページのリ
ニューアルを行った。

11．外部の会議への参加に係る費用について
日
 当は不支給、交通費は実費支給であることが確
認された。

・学 術局では多くの研修会・講習会を行い、ほと
んどの事業は無料で行い、多くの参加者を集め
た。京都学会でも336名と例年より参加者が増加
した。
・社 会局について、保険部では診療報酬改訂など
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に関する研修会を実施し、業務推進部はネット

（質問）三役会の位置づけとは？三役会で諸事項を

ワーク別に活動した。

決定しているのか？（京都府リハビリテーション支

・災 害 対 策 委 員 会 に 関 し て は 、 研 修 会 開 催 や
JIMTEFコースへの派遣などを行った。

援センター 山元PT）
（回答）三役会は理事会開催より前に行われており、

・認 知症対策委員会における活動について、今年

理事会での報告・審議事項を調整する役割をしてい

度は十分できなかったため、来年度は北部を中

る。あくまでも事項の決定は理事会で行っており、

心として活動する予定である。

三役会で決定しているわけではない。（並河会長）

・今 後の士会の課題として、士会の活動を担う新
たな人材の育成が必要と考える。

（質問）地域包括ケア推進部での人材養成の報告も
あったが、「シルバーリハビリ体操」についてはど

第二号議案 平成28年度決算報告

のようになっているか？（京都府リハビリテーショ

苅谷財務担当理事

ン支援センター 山元PT）
（回答）まだこれから検討する段階である。（並河

第三号議案

平成28年度監査報告

会長）

伊藤監事
1．平成28年度の事業は、完了したものと認めます。

（質問）大規模災害時の対策について、もし京都府

2．決算報告書、会計に関わる帳簿、領収書等すべ

で災害が生じた場合には具体的にどのように対応す

て正確かつ適正に処理されていました。

るのか、理事会ではどのように話し合っているの

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。

か？（京都府リハビリテーション支援センター

山

元PT）

4．会費の徴収については、未納者が多いことや、

（回答）理事会で対策を考えているが、まだ具体的

クレジットの加入率が低いことを踏まえ、より一

な案はできていないため、次年度の課題としたい。

層の啓発をお願いします。

（並河会長）

5．ホームページや広報誌など効果的な広報のあり
方についてもより一層の充実が図れるよう努めて

【第一、二、三号議案について、挙手にて承認】

下さい。
6．今後も事業の拡大、会員増に伴う事務作業の増

第四号議案 平成29年度事業計画案

大が見込まれることから、簡略化、経費節減はもと

依
 岡事務局長、布川社会局長、市橋学術局長より

より、事務員の処遇の見直し、事務局と部会の業務

事業計画案の概要説明

の整理、マニュアルの作成を含めた事務所機能の

第五号議案 平成29年度予算案

拡充を引き続き検討して頂くことをお願いします。

苅谷財務担当理事
・協 会助成金は一律150万円＋会員数×100円と

【質疑】

なった。

（質問）今年度の事業報告について、京都府リハビ

・平 成 2 9 年 度 予 算 は 前 年 度より6 2 3 , 7 7 8 円 増 の

リテーション三療法士会協議会に関する活動がみえ

27,499,383円。

ないが、どうなっているのか？（京都府リハビリ
テーション支援センター 山元PT）

【質疑】

（回答）三療法士会については現在調整過程であり、 （質問）会費納入証明のシールは今年度は郵送され
今後動いていく予定。（並河会長）

ないのか？（むかいじま病院、岩城PT）
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定款 第18条（副会長及び理事の人数）

理事）

（１）会長：1名

№273

副会長：2名→3名
（質問）補助金により研修会などが開催されている

理事：1 0名以上15名以内→13名以上18名以内

ことを会員が把握できているか？今後、士会の活動

（会長、副会長含む）

を会員に周知していくためにも、総会への出席を会

監事：2名

員に促す必要があるのではないか？（むかいじま病

（２）理事のうち1名を代表理事とする

院、岩城PT）

（３）代 表理事を会長とし、理事のうち2名→3名を

（回答）最初はアナウンスしていたが、最近は通知

副会長とする

できていなかったので、また何らかの形で広報する。
（市橋学術局長）どこの士会でも総会への会員の出

（質問）会員数に対して副会長や理事の数は妥当

席は少なく苦労している。会員の認識を高めるよう

か？（むかいじま病院、岩城PT）

努力していく。（並河会長）

（回答）理事会で議論して副会長は3名で決定した。
副会長5名という他団体もあるが、実際は3～4名で動

（質問）就業フェアと保険部の研修会の日程が重

いているのが現状のようであり、副会長3名は妥当な

なっているが理事会で日程調整の工夫を検討してほ

数だと考えている（並河会長）

しい。（京都府リハビリテーション支援センター
山元PT）

（質問）会員数増加や対外業務の増加などを考えれば

（回答）研修会やイベントが重複しないように日程

人数は妥当と考えるが、定款の変更について士会の定

調整は行っているが、今回は重複してしまった。

款に記載がないことは問題ではないか？（伊藤監事）

（依岡事務局長）就業フェアと重なって申し訳な

（回答）士会の定款は一般社団法人のモデル定款を

かった。（中本保険部担当理事）

もとに作成し、公証役場に何回も相談しながら作成
している（依岡副会長）現状の定款の内容では、こ

【第四、五号議案について、挙手にて承認】

の総会で承認を得て定款を変更するしかない。（市
橋副会長）士会の定款は公証役場で認証されたもの

第六号議案 選挙管理委員選出

である。さらに定款の見直しが必要かどうかは理事

拍
 手による承認により、下記３名が選挙管理委員

会で検討したい。（並河会長）

として選出された。

（意見）監事の指摘事項であるため議事録にしっかり

山元顕太氏、中川朋子氏、岡徹氏

記載していただきたい。（むかいじま病院、岩城PT）

第七号議案 定款の改定

【第七号議案について、挙手にて承認決議】

諸
 団体との協力のもと行う事業の増加に伴い、諸
会議・諸委員会への出席の機会が増加しており、
役職理事を派遣する場合が多くなった。また、各
種事業の増加に伴い、各事業を担当する理事の人
数が不足してきており、今後の事業展開を考える
と理事の定員を増やすことが必要になったため、
以下の変更を提案する
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で、学会とそれ以外のブロック活動とは分離させ、

平成29年度第1回理事会議事録

ブロック活動のみ継続する」という意見を提出する。

日 時：平成29年4月9日(日) 17：00～

・学 会を開催する場合は、士会からの分担金は徴収

場 所：京 都大学大学院医学研究科人間健康科学系

せず、受益者負担（学会参加費）で実施できるよ

専攻 杉浦研修室

うにするのが望ましい。

出 席：並河・市橋・依岡・布川・苅谷・麻田・中本・

・ブロック学会のあり方については、PT協会で方向

池添・石井・江平・黒木・島・関・堀江・
西村・伊藤（書記：池添）

性を検討してもらう必要がある。
４．新生涯学習システムに関する意見交換会（５月

欠 席：今井

27日）について
京
 都士会の代表として、麻田理事が参加すること

≪報告事項≫

となった

【総務部】

５．業務推進部の部員追加

・公文書発行（N o.168後援名義使用許可（第32回日
本RAリハビリ研究会学術集会）No.169京都府リハ

春
 田大志氏を部員として追加することが承認された。
６．表彰審査委員会について

ビリテーション就業フェア報告書N o.170後援名義
使用許可（京滋摂食嚥下を考える会第8回大会）

業
 務内容を考慮し、総務部に移管することとなった。
７．講師交通費に対する源泉徴収について

No.171京都府事業完了報告書）

今
 後、講演講師謝金だけでなく、交通費に対して
も源泉徴収を行い、交通費は源泉税を引いた額を

・2014年2015年の会費未納による退会者

支給することとなった。

京
 都府士会で24名の該当者があり、4月7日付で士
会の名簿より削除し、今後の郵便物送付を停止する

≪平成29年度の予定≫
H29年度の理事会・三役会の開催日程が下記の通り

【広報部】

決定した。

・NOW4月号の発行
4 月号よりカラー印刷にするはずだったが、4月号

第 2 回理事会：5 月 24 日（水）、

はこれまで同様白黒とした。4月10日発送予定で、

第 1 回三役会：5 月 17 日（水）

今年度から新人にも送付する。

第 3 回理事会：7 月 26 日（水）、
第 2 回三役会：7 月 19 日（水）

≪討議事項≫

第 4 回理事会：9 月 13 日（水）、

１．第19回日本認知症グループホーム大会の後援名

第 3 回三役会：9 月 6 日（水）

義使用許可依頼の件について、承認された

第 4 回三役会：11 月 8 日（水）

２． 認 定 N P O 法 人 さ さ え あ い 医 療 人 権 セ ン タ ー

第 5 回理事会：12 月 13 日（水）、

COMLからの 団体賛助会員としての支援依頼：

三役会：12 月 6 日（水）

こ
 の他にも多数ある団体をいくつかピックアップ

第 6 回理事会：1 月 24 日（水）、

して、次回の理事会で検討する。

三役会：1 月 17 日（水）

３．近畿学会のあり方について

第7回理事会：2月21日（水）、

・4月末までに京都士会としての意見を提出すること

三役会：2月14日（水）

になっている。
・京都士会としては、「学会開催の役割は終わったと
考えるため、近畿学会は将来的には廃止する方向
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第28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。演題登録はホームページから可能です。
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：理学療法の“しんか”を考える
●日 時：平成29年12月3日（日）9：00～17：00（受付開始 8：00～）
●会 場：京都橘大学
（京都市営地下鉄「椥辻駅」より、徒歩約15分）
〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
●参加費：無料
【大会企画】
特別講演

Ⅰ 「神経科学的基盤に基づくニューロリハビリテーション」

		

三原雅史先生（川崎医科大学神経内科学教室 特任教授）

Ⅱ 「変形性膝関節症に対する保存的理学療法戦略」
		
教育講演

山田英司先生（回生病院 関節外科センター附属理学療法部 部長）

Ⅰ 「小脳と理学療法」

		

松木明好先生（四条畷学園大学 リハビリテーション学部 准教授）

Ⅱ 「リハビリテーションにおける股関節のリモデリング」
		

青山朋樹先生（京都大学大学院医学研究科・医学部 准教授）

Ⅲ 「要支援・軽度要介護者の移動能力向上を考える」
		

樋口由美先生（大阪府立大学 地域保健学域 理学療法学専攻 教授）

Ⅳ 「みる（循環器系疾患と重複障害～あなたならどうみますか？）」
		

井澤和大先生（神戸大学大学院保健学研究科・医学部保健学科 准教授）

Ⅴ 「ゲシュタルト療法入門─対応に苦慮するケースに対して─」
		
ヤングセミナー

中西龍一先生（京都橘大学健康科学部

心理学科 教授）

世界と戦う若手研究者！

		
		

≪お知らせ≫
「臨床の疑問を研究で解決する（高齢者の転倒とフレイル予防を中心に）」
ママさんＰＴへ
永井宏達先生（兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科
講師）
学会当日、京都橘大学人間発達学部児童教育学科

		

の学生さんを中心に結成するサークル『げん Kids
「脳卒中患者の変容した脳内神経機構に対する取り組み」

		

していただけるブースを設ける予定にしておりま
中野英樹先生（京都橘大学健康科学部 理学療法学科
助教）

		

「脳卒中後運動障害に対する電気刺激療法」
きないママさんＰＴにも、奮って学会に参加して

★応援隊』に御協力いただき、お子さんをお預け
す。日頃、育児でなかなか学会や研修会に参加で
いただきたいと思います！

生野公貴先生（西大和リハビリテーション病院
副技師長）
※詳細は、後日学会ホームページでご案内致します。
一般演題

30演題（一般演題Ⅰ～Ⅵ：各5演題）
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【演題募集要項】
●募集期間：平成29年6月1日（木）〜8月31日（木）
●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 窓場 勝之（京都博愛会病院 リハビリテーション科）
e-mail：madoba@Kyoto-hakuaikai.or.jp

≪お知らせ≫
ママさんＰＴへ
学会当日、京都橘大学人間発達学部児童教育学科
の学生さんを中心に結成するサークル『げん Kids
★応援隊』に御協力いただき、お子さんをお預け
していただけるブースを設ける予定にしておりま
す。日頃、育児でなかなか学会や研修会に参加で
きないママさんＰＴにも、奮って学会に参加して
いただきたいと思います！
※詳細は、後日学会ホームページでご案内致します。
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◀事務局からのお知らせ▶
●財務部●
★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２９日にＨ２９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。
★Ｈ２９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、日本理学療法士協会より7月上旬に振込用紙が送られていま
すので、それを使って振込して下さい。お手元に届いていない場合は、下記の口座まで、必ず7月末日までにお
振込み下さい。よろしくお願いいたします。
★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

・郵便振替（振替用紙は郵便局にあります）

三菱東京ＵＦＪ銀行 西陣支店

口座番号：００９４０－６－２８８４０２

普通預金 ００５３７３１

加入者名：一般社団法人 京都府理学療法士会

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？★
Ｈ２９年６月６日の時点にて、楽天クレジット未申込の方が６５９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」から申し込み下さい。
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。（TEL：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下さい。
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。
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会員の皆さんの御協力を宜しくお願い致します。
★来年度より会費の前納制が始まります★（協会からのお知らせ）
平成30年度年会費より、年会費納入の期限が変更となります。
（※平成29年度ではございません。ご注意下さい。）
これまで本会では6月末日を会費納入期限としておりましたが、平成30年度年会費より、前年度末3月31日ま
でに年会費を納めていただくように規程が変更となりました。
平成29年度まで 納入期限「6月30日」 → 平成30年度から 納入期限「前年度の3月31日」
これまでは会費の納入が確認できていない期間にも、4/1より皆様に会員サービスを提供しておりましたが、
今後は会費を納入いただいた方を対象に正会員として全ての権利が保障されることとなります。期日通り会費
を納入いただいた会員の皆様へのサービス充実を図るためにも、会費納入期限の早期化を決定いたしました。
何卒ご理解ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
つきましては、平成30年度年会費は、平成30年2月下旬から順次ご請求を開始させていただきます。
これまでに比べ、年会費をお支払いただける期間が短くなりますので、ぜひ「楽天カード」もしくは「口座
振替」への切替えをご検討下さい。
なお、年度末に県外への異動・休会・退会をご予定の方は、平成30年1月1日～2月20日の期間にマイページか
らお手続きをお願いします。
勤務先が会費を負担されている方で、会計の都合上差支えがある場合には、お早めに日本理学療法士協会事
務局へご相談下さい。
本会の運営は会員の皆様から納入いただいた会費で成立しています。いつもご協力いただきまして誠にあり
がとうございます。ご不便おかけすることもあるかと存じますが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
会費についてご不明な点がございましたら、財務部 苅谷まで御連絡下さい。
西陣病院 リハビリテーション科 苅谷 康之

〒６０２－８３１９ 京都市上京区七本松五辻上ル

ＴＥＬ：（０７５）４６１－８８００（内線１５９）
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◀学術局からのお知らせ▶
平成29年度京都府理学療法士会学術局が開催する研修会参加費が無料（技術講習会は有料）になっているの
は、『平成29年度地域医療介護総合確保基金事業（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）』によるものです。また、北部研修部研修会は『平成29年度北部リハビリテー
ション専門職技術向上研修会（理学療法士）』京都府委託事業による補助金を充当しています。
【追加研修】
平成29年10月18日（水）場所：京都大学医学部人間健康科学科
18：45〜19：45 B-2（クリニカルリーズニング）
講師：建内 宏重先生（京都大学大学院医学研究科）
20：00〜21：00 D-2（生涯学習と理学療法の専門領域）
講師：宮坂 淳介先生（京都大学医学部附属病院）
平成29年12月17日（日）場所：京都大学医学部人間健康科学科
9：45〜10：45

D-1（社会の中の理学療法）
講師：小寺 翔馬先生（蘇生会総合病院）

11：00〜12：00 E-2（コーチングとティーチング）
講師：麻田 博之先生（蘇生会総合病院）
【注意事項】
＊同じ項目の単位を数回受講しても１単位履修としかカウントされません。
例）B単位を修了するには４項目中３項目３単位の履修が必要
B-１ B-３ B-４ 合計３項目３単位受講→B単位修了
B-１を２回受講 B-３ 合計２項目３単位受講→B単位未履修
B-２or B-4受講で修了
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●新人教育部●
第1回研修会
日 時：平成29年8月20日（日）13：00～14：30（受付開始12：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料（京都府理学療法士会会員限定：定員100名）
単 位：新人教育プログラム B-1
テーマ：「あっ、大変！人が倒れた！」 あなたなら、どうする？
－蘇生に関する基礎知識と心肺蘇生法の練習－
講 師：西山 知佳 先生（京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻）
内藤知佐子 先生（京都大学医学部附属病院総合臨床教育・実習センター）
申込方法：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-2017-1/entry/
申込期間：6月4日（月）8時から7月28日（日）17時まで
受講可否の通知について：
7月31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2回研修会
日 時：平成29年8月20日（日）15：15～16：45（受付開始14：45）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-2
テーマ：膝関節の障害に対する理学療法
講 師：嶋田 誠一郎 先生（福井大学医学部附属病院）
申込方法：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-2017-1/entry/
申込期間：6月4日（月）8時から7月28日（金）17時まで
受講可否の通知について：
7月31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3回研修会
日 時：平成29年9月28日（木）19：00～20：30（受付開始18：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-1
テーマ：臨床実習指導方法論
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講 師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）
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-2017-2/entry/
申込期間：7月31日（月）8時から9月8日（金）17時まで
受講可否の通知について：
9月11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回研修会
日 時：平成29年10月18日（水）18：45～19：45（受付開始18：15）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-2
テーマ：クリニカルリーズニング
講 師：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）
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-2017-3/entry/
申込期間：8月7日（月）8時から9月29日（木）17時まで
受講可否の通知について：
10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5回研修会
日 時：平成29年10月18日（水）20：00～21：00（受付開始19：45）
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 D-2
テーマ：生涯学習と理学療法の専門領域
講 師：宮坂 淳介 先生（京都大学医学部附属病院）
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-2017-3/entry/
申込期間：8月7日（月）8時から9月29日（木）17時まで
受講可否の通知について：
10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。
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第6回研修会
日 時：平成29年11月22日（水）19：00～20：30（受付開始18：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-3
テーマ：統計方法論
講 師：堀江 淳 先生（京都橘大学）
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-2017-4/entry/
申込期間：9月25日（月）8時から11月2日（木）17時まで
受講可否の通知について：
11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7回研修会
日 時：平成29年12月17日（日）9：45～10：45（受付開始9：15）
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-1
テーマ：社会の中の理学療法
講 師：小寺 翔馬 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-2017-5/entry/
申込期間：10月16日（月）8時から12月1日（金）17時まで
受講可否の通知について：
12月4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8回研修会
日 時：平成29年12月17日（日）11：00～12：00（受付開始10：45）
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-2
テーマ：コーチングとティーチング
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-2017-5/entry/
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申込期間：10月16日（月）8時から12月1日（金）17時まで
受講可否の通知について：
12月4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9回研修会
日 時：平成29年12月17日（日） 13：00～14：30（受付開始12：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-2
テーマ：足関節・足部の形態と機能 ―荷重時の形態的応答について―
講 師：壇 順司 先生（帝京大学）
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-2017-5/entry/
申込期間：10月16日（月）8時から12月1日（金）17時まで
受講可否の通知について：
12月4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10回研修会
日 時：平成29年12月17日（日） 15：15～16：45（受付開始14：45）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-4
テーマ：これからの高齢者ケアを創る ―理学療法士ができること―
講 師：備酒 伸彦 先生（神戸学院大学）
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-2017-5/entry/
申込期間：10月16日（月）8時から12月1日（金）17時まで
受講可否の通知について：
12月4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。
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●新人発表部●
第1回研修会
日 時：平成29年8月20日（日）10：00～11：30（受付開始9：30～）
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-4
テーマ：症例報告・発表の仕方
講 師：横山 茂樹先生（京都橘大学健康科学部理学療法学科）
申込方法：事前申込み制となります。具体的な申し込み方法は、京都府理学療法士会ホームページをご覧く
ださい。
第2回研修会
日 時：平成29年9月24日（日） 10：00～11：30（受付開始9：30～）
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：理学療法の研究方法論
講 師：伊藤 郁乃先生（国立病院機構東京病院リハビリテーション科医師）
申込方法：事前申込み制となります。具体的な申し込み方法は、京都府理学療法士会ホームページをご覧く
ださい。
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京都府理学療法士会会員各位
一般社団法人 京都府理学療法士会
会 長 並河

茂

学術局長 市橋 則明

平成29年度

新人症例発表会開催のお知らせ（第2報）

時下、各会員におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
例年、新人症例発表会は10月下旬から11月初旬にかけて実施しておりましたが、今年度は1ヵ月ほど早くなり、
下記の通り開催いたします。発表会は、日頃の臨床実践の成果や疑問点を発表していただく場となります。新
人理学療法士の方々は、この発表会を理学療法士として更なる成長につなげる機会としてご活用下さい。また、
諸先輩方におかれましては、当日はぜひ会場にお越しいただき、熱いご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。
本年度も引き続き、新人症例発表会での座長を募集します。新人教育プログラム終了後には、座長を経験す
る方々もあると思います。この機会に座長を経験していただくことで、今後の活動の一助になると思います。
積極的な応募をスタッフ一同お待ちしております。
記
新人症例発表会
日 時：平成29年9月24日（日） 13：00～17：00（予定）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：発表、参加とも無料です
単 位：発表者：「C-6 症例発表（3単位）」が認定されます
対 象：発表者はC-6単位未取得者
演題申込み：演題募集要項参照
■演題募集要項
1．本新人症例発表会は、日本理学療法士協会会員で、京都府内に勤務している者、かつ「C-6

症例発表（3

単位）」未取得者を対象としています。
2．新人症例発表会の登録方法は、抄録を提出いただいた時点で申込み完了とさせていただきます。申込み期
間が過ぎてからの修正や撤回はできません。
●登録方法：メールの件名を、「2017新人症例発表会申込み」とし、①演者氏名（所属）、②共同演者氏名
（所属）、③演題タイトル、④副題（無い場合は不要）、⑤本文（1,000～1,200文字で記載してください。
全角1文字、半角0.5文字として計算してください。なお、英数字は半角にしてください。機種依存文字は
使用しないでください。）を明記の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）まで、お申込みください。
メールはプレーンテキストモードを使用して、ワードなどのファイルを添付するのではなく、メールその
ものに①から⑤の項目を記載して、申込んでくださいますようお願い致します。
●演題登録締め切り：平成29年7月26日（水）17：00必着
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申込み後、当方から受付完了のメールを返信いたします。7月28日（金）を過ぎても返信がない場合はすぐに
お問い合わせください。
（問い合わせ先：洛西シミズ病院 豊島：075-331-8778 内線2640）
●注意事項：新人理学療法士を対象としたものですので、共同演者なしでの申込みは認めません。抄録作成、
発表に際しては、職場の上司・先輩などに十分にご相談ください。相談できない、できる方がおられない1
人職場などの方は、連絡ください。
3．発表形式：口述発表で行います。発表時間は7分間、質疑応答は5分間の予定です。
4．発表スライドはWindows Power Pointを用いたコンピュータープレゼンテーションとします。Windows
Power Pointを使用できる環境をご用意ください。動画は使用できますが、クイックタイムムービーファ
イル（.mov）、MP4ファイル（.mp4）、またはウィンドウズメディアビデオファイル（.wmv）を用いて
ください。動画はリンクのみでなく、ファイルそのものを貼り付けてください。また、発表時に使用され
るスライドは、ファイルサイズが大きくなりすぎないようにしてください（動画を添付した状態で、
150MB以内にしてください。発表用のパソコンでは動画が動かせないなど、対応ができなくなってしまい
ます）。スライドは、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）に提出してください。スライド提出が発表
会より前になっていますが、これは指定発言（座長の求めに応じて、発表内容に対して、質問・コメン
ト・指導等を行います）の準備や動画の動作確認などを行うためです。スライド提出締め切り後の変更は
できません。ご迷惑をおかけしますが、御協力をお願いします。
●スライド提出の締め切り：動画使用者
			

平成29年9月10日（日）17：00必着

動画未使用者 平成29年9月17日（日）17：00必着

5．必ず連絡の取れる個人のアドレスから登録してください。同一施設から複数人申込みをされる場合も、病
院のメールアドレスなど、共通のものではなく個人のメールアドレスから登録してください。
■座長募集のお知らせ
新人症例発表会の座長を募集します。今後、様々な学会で座長を経験されることもあると思います。その前
に、一度ご経験いただけると、良いのではないでしょうか。
1．発表数の多い施設の先輩PT、PT数の多い施設から、多く立候補していただけると幸いです。
2．立候補していただける方は、メールの件名を「座長応募2017」とし、①氏名、②所属、③理学療法士経験
年数、④C-6単位取得の有無を記載の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）までご連絡ください。
●立候補締め切り：平成29年7月31日（月）17：00必着
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com
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●生涯学習部●
第3回研修会
日 時：平成29年10月29日（日）9：00～12：00（受付開始8：30～）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
定 員：200名
単 位：新人教育プログラム：C-2
認定・専門：基礎・運動器 10ポイント
テーマ：「拘縮の科学－メカニズムと治療戦略」
講 師：沖田 実先生（長崎大学）
申込方法：事前申込み制となります。申し込み方法等は京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。申
し込み開始は8月21日8：00〜10月6日17：00の予定です。ホームページの確認を忘れないでください。
第4回研修会
日 時：平成29年10月29日（日）13：30～16：30（受付開始13：00～）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
定 員：200名
単 位：新人教育プログラム：C-5
認定・専門：生活環境支援 10ポイント
テーマ：「理学療法士だからできる地域への貢献」
「地域における精神疾患を伴う患者の生活復帰に向けて」（高木先生）
「同時改定を前に考えるこれからの「連携」～医療、介護それぞれでの検討～」（西田先生）
講 師：高木 俊介先生（たかぎクリニック）
西田 宗幹先生（秋津鴻池病院）
申込方法：事前申込み制となります。申し込み方法等は京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。申
し込み開始は8月21日8：00〜10月6日17：00の予定です。ホームページの確認を忘れないでください。
技術講習会
日 時：平成30年1月28日（日）10：00〜16：00（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：4,000円（事前申込制）
定 員：40名
単 位：新人教育プログラム：C-3
認定・専門：基礎・内部 10ポイント
テーマ：「糖尿病理学療法 戦略と実践」
講 師：野村 卓生先生（関西福科大）
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申込方法：事前申込み制となります。申し込み方法等は京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
申し込み開始は10月下旬予定です。ホームページの確認を忘れないでください。

●北部研修部●
第2回北部研修部研修会
日 時：平成29年11月5日（日）9：00～12：00 受付8：30
会 場：未定
テーマ：（仮）運動器のリハビリテーション
講 師：加藤 浩先生（九州看護福祉大学）
内 容：膝・股関節を中心に人間の生体力学に関する研究に精通され、多くの著書も出されておられる先生
をお呼びしました。この研修会が、解剖学、運動学のレベルアップのきっかけになることを期待し
ています。
単 位：新人教育プログラム単位C-2
認定・専門領域 基礎・運動器10ポイント
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
第3回北部研修部研修会
日 時：平成29年11月5日（日）13：30～15：00 受付13：00
会 場：未定
テーマ：理学療法を生かす褥瘡ケア～創のみかたから治療・予防指導まで
講 師：杉元 雅晴先生（神戸学院大学）
内 容：褥瘡に対して、ポジショニングやシーティングに理学療法士が関わることは多いと思いますが、各
施設で行われています褥瘡ラウンドの一員として、一歩踏み込んだ知識が得られる場になればと考
えています。
単 位：新人教育プログラム単位C-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）
【学術局研修会に関する注意事項】
＊学術局の研修会は（新人教育部の必須初期研修及び北部研修部研修会は除く）事前申込制となります。申
込専用URLより必要事項を記入の上お申し込みください。
＊第１回新人教育部研修会の定員は１００名、生涯学習部研修会の定員は前述記載通り。北部研修部研修会
の定員は会場が決定次第、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。それ以外の研修会
の定員は１８０名です。定員を超過した場合は抽選にて受講者を決定いたします。受講可否については後
日、申込サイトおよびホームページにてご連絡いたします。
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＊なお、抽選は平成29年度会費納入済みの方（申込締め切りまでに入金していただくと参加者決定の抽選に
含めることが可能です）、京都府理学療法士会会員の方が優先されます。
＊事前申込をされていない方、抽選で受講が認められなかった方は、当日会場に来られても研修会に参加す
ることができません。
＊研修会開始15分以降の入室、および研修会終了前の退室は、理由に関わらずポイント履修が認められません。
＊研修会への参加キャンセルは、必ず申込サイトから（申込締め切り後は問い合わせ先まで）連絡してくだ
さい。連絡なしで研修会をキャンセルされた場合、以降の研修会受講者決定時に不利となります。
＊災害などにより研修会が中止になる場合があります。その際は、事前申込者へのメール連絡もしくは申込
サイトやホームページで通知いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。
■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。

【お問い合わせ先】
◦学術局関連事項全般◦
学術局副局長 蘇生会総合病院 麻田博之 hiro77@d4.dion.ne.jp
◦新人教育部◦
新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科 建内宏重 tateuchi.hirosige.8x@kyoto-u.ac.jp
◦新人発表部◦
新人発表部専用メール kpta.shinjin.h@gmail.com
◦生涯学習部◦
第３、４回研修会 国立病院機構京都医療センター 井上直人 inoue623nm@yahoo.co.jp
技術講習会 生涯学習部専用メール kyotopt.syogai@gmail.com
◦北部研修部◦
北部研修部部長 京丹後市立弥栄病院 梅田匡純 m.umeda-1@yasaka-hsp.jp
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◀社会局からのお知らせ▶
●保険部●
平成29年度 第１回研修会
テーマ：『地域包括ケアに向けて、医療介護保険制度を知ろう！』
日 時：平成29年8月6日（日）10：00～13：00（受付開始9：30～）
場 所：京都大学医学部人間健康科学科 第９講義室
対 象：京都府理学療法士会会員
参加人数：100名（申し込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。ご了承下さい。）
参加費：無料
締め切り：定員になり次第又は平成29年7月31日（月）
受 付：会員証にて対応させて頂きます。
当日会員証を忘れないようご注意下さい。
注意事項：この研修会は、今年度『士会指定事業』になりますので、必ず地域包括ケア推進部の『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ならびに士会指定事業のお知らせ』をご
確認下さいますようお願い致します。
司会：勝田 光一先生
講演１：地域包括ケアシステムって何？

講師：南條

千人先生

講演２：医療保険下での地域包括ケア病棟の実情

講師：鈴木

英嗣先生

講師：梅垣

裕樹先生

講演４：総合事業への関わり

講師：田後

裕之先生

講演５：地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割って何？

講師：阪東

美可子先生

講演３：退院後のリハビリテーションを提供できる資源の紹介
（通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション）

シンポジウム・質疑応答

座長：秋本

喜英先生

橋本

裕一先生

お申込み方法：kyoto.hokenbu@gmail.com にメールにてお申込み下さい。
メ
 ールに『氏名（ふりがな）』、『施設名』、『部署名』、『役職（ある方のみ）』、『生
年月日（西暦でお願いします）』の記載をお願い致します。
申し込みの期間：平成29年6月1日（木）～平成29年7月31日（土）
お問い合わせ先：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し
たい内容がございましたら、記載をどうぞ宜しくお願いします。
※再度ご確認をお願い致します。
今
 回の研修は、『士会指定事業』になります。地域包括ケア推進部からのご案内もご確認頂き、ご注意の程
宜しくお願い致します。
多数のご参加をお待ち致しております。
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●公益事業部●
「府民公開講座 開催のお知らせ」
日 時：平成29年9月10日（日）9：30～12：00
会 場：京都テルサ 東館2階 セミナー室
講 師：劉 和輝 先生
京都府医師会 健康21対策・スポーツ医学委員会委員
テーマ：健康寿命をのばそう～ロコモって何？～
公益事業部では今年も府民公開講座を開催します。今年は医師でありながら、京都観光おもてなし大使を務
め、各種マスコミでもご活躍されている劉先生をお招きし、一般府民はもちろん、士会員の皆さまにもために
なるお話をしていただきますので、どうぞご期待下さい。
※詳細は士会HPでご確認ください。

●業務推進部●
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
だいております。ネットワークミーティング、セミナー共に無料です。
業務推進部セミナー
日 時：平成29年9月23日（土・祝）14：00～17：00
会 場：京都医健専門学校
講 師：京都保育福祉専門学院 学院長 岡本 匡弘先生
内 容：「気づきとつながりの人材育成（仮題）」
※講師からの体験的な講習後、質問や意見交換の時間を設けています。
講師紹介：視覚障害者の高齢者施設で勤務され、利用者の日常生活の支援を実践された経験から、保育士と
幼稚園教諭、介護福祉士を養成する京都保育福祉専門学院の講師となられ、現在は学院長として
授業を担当されている他、近畿各府県の介護・福祉の事業所の研修プログラムの作成や研修講師、
資格取得の受験対策講座講師を担当されている。人材育成やコミュニケーションなどのテーマに
おいて、グループワークなどによる体験的な講座がわかりやすく、福祉人材研修等において人気
が高い講師である。
定 員：40人
申し込み締め切り：9月20日（水）
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第2回 小児ネットワークミーティング
日 時：平成29年７月23日（日）14：00〜16：00
場 所：市民交流プラザふくちやま
内 容：①髄膜炎後の水頭症により、右側優位の四肢麻痺を呈した症例：福知山市民病院（小山

誠二先生、

奥井 潤先生）
②13トリソミー児に対する訪問リハの取り組み：済生会京都府病院（西村 康治先生）
第2回小児ネットワークでは、具体的な症例をテーマにして、日頃の臨床への理解を深めていきたいと思いま
す。
定 員：40人
申し込み締め切り：7月18日（火）
第3回 小児ネットワークミーティング
日 時：平成29年11月23日（木・祝）
場 所：未定（南部地域を予定しています）
内 容：①京都府南部における放課後等デイサービスについての情報提供
②情報提供を受けての意見交換
京都府南部における放課後等デイサービスをテーマにして、小児分野に関わるセラピストの有機的な連携を
深めていきたいと思います。
申し込み締め切り：11月16日（木）
※申し込み：件名を「業務推進部セミナー」又は「小児ネットミーティング参加希望（第2回もしくは弟3
回）」とお書きいただき、氏名所属を明記の上、業務推進部メールアドレス kyotoptg@gmail.comに送信
して下さい。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。
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●地域包括ケア推進部●
地域包括ケア推進リーダー及び介護予防推進リーダーの導入研修ならびに士会指定事業のお知らせ
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並びに士
会指定事業を下記のとおり開催いたします。
なお、本年度の士会指定事業は保険部の研修会となり、両推進リーダー取得にはこの研修会の参加が必須と
なります。又、士会指定事業については、別途、保険部が案内をしております保険部第1回研修会となりますの
で、そちらの詳細をご覧いただきお申し込みください。
１）地域包括ケア推進リーダー導入研修
日 時：平成29年9月17日（日）10：00～17：00（受付開始9：30）
場 所：京都医健専門学校（詳細は後日、HPをご確認下さい）
参加費：無料

定員 30名（先着順） 定員になり次第締め切ります。

２）介護予防推進リーダー導入研修
日 時：平成29年12月17日（日）10：00～17：00（受付開始9：30）
場 所：京都医健専門学校（詳細は後日、HPをご確認下さい）
参加費：無料

定員 30名（先着順） 定員になり次第締め切ります。

３）士会指定事業【保険部 平成29年度 第1回研修会】
日 時：平成29年8月6日（日）10：00～13：00（受付開始9：30）
テーマ：「地域包括ケアに向けて、医療介護保険制度を知ろう！」
会 場：京都大学医学部人間健康科学科 第９講義室
参加費：無料

申し込み期間 平成29年6月1日（木）～7月31日（月）

《注意事項》
☆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☆
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」への参加が必要
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を取得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活動に要請があった場合、来年度から協力して頂く
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沿って実施します。
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です。
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。
＊受講される方は必ず事前に、日本理学療法士協会のホームページで両推進リーダーについて内容を確
認・理解して申し込んで下さい。
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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。
⑤士会指定事業も含め認定には、日本理学療法士協会の協会会員証が必要です。必ず協会会員証をご持参く
ださい。持参いただけない場合には、認定ができない場合があります。ご注意下さい。
申し込み方法
各推進リーダー導入研修の参加申し込みは、
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。
なお、士会指定事業については、8月6日(日)に行なわれる保険部の研修会の申し込みとなります。各自ご確認
の上、別途お申し込みください。ご注意下さい。（上記参照）
①氏名（フリガナ） 例） 理学太郎 リガクタロウ
②所属先・部署名

例） 京都病院 リハビリテーション科

③会員番号
④連絡先電話番号（所属先と携帯）
⑤経験年数（〇年目）
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。
（記載例：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）
＊申し込みの確認のため、受付完了のお知らせをメールで送らせていただきます。1週間たっても受付完了の
メールが届かない場合は、メールが届いていない可能性がございますので、下記までお電話下さい。
申し込み先メールアドレス： kpta.houkatsukea@gmail.com
【受付期間】
地域包括ケア推進リーダー導入研修：7月12日（水）AM9：00～9月4日（月）AM9：00
介護予防推進リーダー導入研修：7月12日（水）AM9：00～12月4日（月）AM9：00
（ご注意下さい：士会指定事業については保険部へお申し込みください。）
※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 平日
9時～16時）に一度電話し、確認を得てからＦＡＸを送信して申し込んでください。
ＦＡＸ申し込み確認電話先； 075-741-6017

尚、ＦＡＸ番号は075-741-6018です。

＊申し込み人数が多数で、ご参加いただけない場合は、 直接ご連絡させていただきます。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 京都府理学療法士会事務局
TEL075-741-6017 FAX075-741-6018
E-mail

kpta.houkatsukea@gmail.com
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●災害対策委員会●

第二回

災害医療研修会

前年度、京都府理学療法士会として無事に第１回災害医療研修会を開催することが出来ました。そこで、今
回第２回を開催することが決定しました。今回は、第１回のアンケート調査を基に、満足度の高かったグルー
プワーク中心に、避難所運営体験を盛り込み実施したいと思います。内容は、前回同様、超入門編となります。
そのため、経験の浅い新人さんにも楽しんで参加できる内容となっています。熊本地震を通し、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、災害医療につ
いて興味のある方は是非お気軽に参加してみて下さい。
日 時：平成29年8月27日（日）13時半～18時（予定）
18時30分～懇親会を開催予定
場 所：京都テルサ研修室
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
避難所運営ゲーム（HUG）

等

講 師：加藤 大策先生
（京都第一赤十字病院 リハビリテーション科 理学療法士）
人 数：30名（先着順）
参加費：研修会：無料（理学療法士以外の職種の方も無料です）
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
※第1回と同様の内容となっています。
また、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、下記に所属、職種、名前、連絡先、懇親会への出欠を明記し、ご連絡下さい。
折り返し連絡させて頂きます。
申し込み・問い合わせ先： 災害対策委員会 万谷 健 ymmcw667@gmail.com
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災害対策委員増員のお知らせ
災害対策委員会 万谷 健
暑さ厳しい折、会員の皆様に於かれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、災害対策委員会に京都回生病院リハビリテーション科の伊藤昇平P Tと京都大原記念病院リハビリ
テーション部の藤井正宣PTの２名を迎え、計６名となりました。新しく委員になった二人より、会員の皆様に
所信表明がございます。
伊藤昇平より
「
 災害医療に対しての知識はまだ十分ではありませんが、会員の皆様に興味を持って頂ける委員会となる
ようにお手伝いさせていただきます。」
藤井正宣より
「
 理学療法士としてもまだまだ未熟ですが、地域の防災などにかかわらせて頂くとともに、有事の際はお
役に立てるよう、努力してまいります。」
災害対策に関しては、まだまだ課題が多く残っておりますが、委員の増員とともに今後とも努力してまいり
ますので、会員の皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
第２回

災害対策委員会終了後

メルパルク京都にて

左上より

並河茂会長

万谷健

加藤大策

左下より

万谷あいね

伊藤昇平

藤井正宣
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●指定管理者研修委員会●

平成29年度

第2回協会指定管理者研修会（初級）の開催について

平成29年度、第2回協会指定管理者研修会（初級）を下記の要領で開催します。
１．受講要件
Ⅰ）所属部署の管理者、及びそれに準ずる会員
Ⅱ）Ⅰ）に加え、以下の3項目いずれかに該当する会員
①士会長の推薦者
②士会主催のマネジメント研修受講者
③回復期セラピストマネジャー、訪問リハビリテーション管理者、その他医療的マネジメントコースを
修了者
（①については士会長推薦申請書を提出、②③は認定可能な講習会が決まっており、その修了証の添付が
必要です。詳細は京都府理学療法士会のホームページをご確認下さい。）
２．開催日時・会場
平成29年11月19日（日）15：00～16：30（受付 14：30～）
３．京都橘大学

優心館３階

E３０４教室

４．申し込み方法
日本理学療法士協会ホ－ムペ－ジのマイペ－ジから必要書類を添付の上、事前申し込みをして下さい。
申込締切：平成29年11月10日（金）
５．参加費 無料
☆注意：日時、会場が変更になる可能性がございます。詳細は京都府士会のホームページで必ずご確認下さい。
＊

＊

＊

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29年12月10日（日）9：00～17：00
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）：松尾善美先生（武庫川女子大学） 石井光昭先生（佛教大学）
鎌田理之先生（大阪大学医学部附属病院） 岡田洋平先生（畿央大学）
会 場：佛教大学二条キャンパス701教室
受講者決定方法：先着順

受講費：4,000円

定 員：120名

定員になり次第締め切り

申込締切：平成29年11月20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。
【お問い合わせ先】佛教大学保健医療技術学部 石井 光昭 E-mail: ishii@bukkyo-u.ac.jp
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「職場以外の活動」

世界に羽ばたく理学療法士
～「青年海外協力隊」の経験より～
京都医健専門学校 教員 磯部 由美
私は幼い頃、アフリカで栄養失調の子供を助ける黒柳徹子さんに憧れていました。しかし、中学・高校時代
は部活に没頭する毎日、また国際的な家庭に育ったわけでもなかったのでその夢を忘れていました。今から15
年くらい前、理学療法士になって4年目に、自分の今後のキャリアを考えている中で、たまたま「青年海外協力
隊」のポスターが目に留まりました。「今なら理学療法という技術を使って途上国の人を助けられるのではない
か」と熱い想いで協力隊に参加しました。高い志を持って現地に赴任しましたが、言葉や文化の壁でうまくい
かないことの連続でした。徐々に現地語でコミュニケーションが取れるようになり協力して患者さんを診ること
ができました。協力隊の後は元の職場に戻りましたが、国際協力を本格的にやってみたいと思うようになり、休
みを利用してアフガニスタンでの調査や国際協力の研修に参加していました。数年後には退職させていただき、
英語を学ぶために英語を勉強しなおして、JICAの方から仕事をいただきプロジェクトに参加させていただきま
した。夢であった国際NGOに何度も応募し、ようやく仕事をいただくことができました。JICAは日本人とその
現地の人達との仕事になりますが、国際NGOはいろんな国の人たちと仕事をすることになります。私が活動し
たNGOはフランスに本部があったため欧米人が多く、日本人ならではの奥ゆかしさではとてもやっていけませ
んでした。面接では少しの経歴を大げさに表現し、誰に対しても積極的にコミュニケーションをとりました。そ
こではパキスタン地震後の緊急災害支援で理学療法士として活動していました。その後は結婚・出産し、国際
協力とはかけ離れた生活をしていました。しかし、子育ても少し落ち着き、もう一度海外に出てみたいという気
持ちがわきました。そこで、現職を休職させていただいてスーダンに10ヶ月行かせていただきました。そこでは、
患者さんへの理学療法のみならず地方のセンターに出張し、地域の障害者の方の調査やセミナーの開催、理学
療法を学ぶ大学生の臨床実習指導など、幅の広い活動をすることができました。派遣先は首都にある国立の義
肢・装具センターでした。派遣前は紛争により足を切断された人が多いと思っていましたが、実際は糖尿病や
土壌から感染する菌によって切断された方が多かったです。患者さんにアンケート調査を行ったところ、切断
後否定的なイメージや不安が少なく、切断後も食生活などの生活習慣の見直しをされる方が少ないという結果
が出ました。これは「切断という経験はアッラーの神が私たちにお与えになったものだから受け入れるしかない、
私たちが太刀打ちできる問題ではない」というような感覚だそうです。これには日本人である私は驚きました。
これまで海外での経験より、価値観・文化の違いを理解・尊重しながらいかに現地の人や物を活用できるか
（適正技術）が重要であると学びました。また、言葉が十分通じなくても気持ちは伝わるものだと実感しました。
協力隊から始まった国際協力でいろんな経験をしてたくましくなったせいもあり、どんな環境や人とでも
やっていける能力がつきました。東日本大地震の際は、ボランティアに参加させていただきました。現在も多
くの協力隊経験者の理学療法士・作業療法士が専門性を活かしながらボランティアに参加しています。今後も
理学療法士として何ができるのかを常に考えながら、理学療法士の知名度を上げられればと思う毎日です。ま
た、今後学生さんや若い理学療法士の方が、日本で学んだ理学療法を途上国に伝え、多くの経験をして成長し
ていただければと思います。
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パキスタン災害支援

スーダン：実習生への指導

スーダンの子供達

東日本大地震ボランティアチーム
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Tea Break
●名前
小橋 里矢
●所属施設名
西澤内科医院
●ＰＴ経験年数
11年目
●マイニュース
2014年までは和歌山県にて急性期〜慢性期の入院や外来のリハビリテーションを経験させて頂き、2015年4月
より生まれ育った京都に戻り、現在はデイケアや訪問リハビリテーションを担当しています。
病院外の活動としては、大阪の高校の水泳部のトレーナーをしていて、主に大阪大会や近畿大会、全国大会
でのケアを担当しております。また、選手がパフォーマンスを発揮するには体だけではなく、心・メンタルが
とても大切だと思い、2008年よりコーチングを本格的に学び始めました。そして、高校生に対しては、目標を
持って行動することの大切さを伝えてきました。目標を持ち、高校生が成長していく姿、例えば全国大会に
行って結果を出すという目標を達成した時の嬉しそうな顔をみるとトレーナーをしていて良かったと思います。
目標を達成し自信を持つ選手を多くみたことで、コーチングの重要性も感じています。これまでに出会ってき
た選手の中には、「東京オリンピック出場！」という目標を持って練習をしている選手がいて、2020年が楽し
みです。
そして、私自身海外で活躍することを大きな目標としており、今年は8月にロサンゼルスに行く予定です。ロ
サンゼルスでは昨年の日本理学療法学術大会にて講演されたワシントン大学のサーマン教授による講習会が開
催されます。その講習会では実技アシスタントを務めさせていただく予定です。
●趣味＆オススメ情報
オススメの書籍：運動機能障害症候群のマネジメント
＜紹介文＞
理学療法士となり、はじめての仕事は整形外科クリニックでの外来リハビリテーションでした。痛みを訴え
ている患者様やスポーツ選手に対して、理学療法をどのように進めてよいのか悩んでいた時に、当時の上司に
薦めてもらった本です。また、この本との出会いによって著者である、ワシントン大学のサーマン教授と繋が
ることができました。自分の理学療法の軸となるものを得られたと感じています。また、第２巻にあたる「続
運動機能障害症候群のマネジメント」では訳者にも選んでいただき、大変貴重な経験をさせていただいた書籍
です。
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平成29年度
日程

6月4日
＊新人
必須初
期研修
終了

6月25日
終了
7月2日
終了
7月29日
30日

8月20日

9月24日

9月28日

10月18日

10月29日

11月5日

11月22日
12月3日

12月17日

1月20日
21日
1月28日

時間

10：00～
16：00
(12：30
～13：30
昼休憩)

9：00～
12：00
13：30～
16：30
13：30～
16：30
13：00～18：40
9：00～17：10
10：00～
11：30
13：00～
14：30
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学術局研修会予定（最新情報及び開催詳細は京都府理学療法士会ホームページをご参照ください）
テーマ

講師

池添冬芽先生
理学療法と理論
（京都大学大学院医学研究科）
市橋則明先生
協会と生涯学習システム
（京都大学大学院医学研究科）
中本隆幸先生
理学療法における関連法
（京都きづ川病院）
江平知子先生
人間関係及び接遇
（聖ヨゼフ医療福祉センター）
山中寛恵先生
理学療法と医療安全
（京都大学医学部附属病院）
脳血管障害患者に対する 大畑光司先生
装具療法の考え方
（京都大学大学院医学研究科）
災害医療から学ぶリスク管理～リハビリ 冨岡正雄先生
テーション専門職種が知っておくべきこと～ （大阪医科大学）
包括的心臓リハビリテーショ 白石裕一先生、
山端志保先生
ン
（京都府立医科大学附属病院）
第１回新人技術講習会「運動学に 市橋則明先生、建内宏重先生
基づいた理学療法の理論と実際」 （京都大学大学院医学研究科）
横山茂樹先生
症例報告・発表の仕方
（京都橘大学）
西山知佳先生
「あっ大変人が倒れた！」あなたなら
（京都大学大学院医学研究科）
どうする？—蘇生に関する基礎知
内藤知佐子先生
識と心肺蘇生法の練習—
（京都大学医学部附属病院）
膝関節の障害に対する理 嶋田誠一郎先生
学療法
（福井大学医学部附属病院）
伊藤郁乃先生
理学療法の研究方法論
（東京病院）

15：15～
16：45
10：00～
11：30
13：00～
新人症例発表会
発表者のみ新プロ単位認定
17：30
19：00～
中本隆幸先生
臨床実習指導方法論
20：30
（京都きづ川病院）
18：45
建内宏重先生
クリニカルリーズニング
〜19：45
（京都大学大学院医学研究科）
20：00
生涯学習と理学療法の専 宮坂淳介先生
〜21：00 門領域
（京都大学医学部附属病院）
9：00～ 拘縮の科学ーメカニズムと 沖田 実先生
12：00
治療戦略
（長崎大学）
「理学療法士だからできる地域への貢献」
高木俊介先生
「地域における精神疾患を伴う患者の生
13：30～
（たかぎクリニック）
活復帰に向けて」
16：30
西田宗幹先生
「同時改定を前に考えるこれからの「連
（秋津鴻池病院）
携」～医療、介護それぞれでの検討～」
9：00～ （仮）運動器のリハビリテー 加藤 浩先生
12：00 ション
（九州看護福祉大学）
13：30～ 理学療法を生かす褥瘡ケア〜創の 杉元雅晴先生
15：00
みかたから治療・予防指導まで〜 （神戸学院大学）
19：00～
堀江 淳先生
統計方法論
20：30
（京都橘大学）
9：00～ 第28回京都府理学療法士 学会長
17：00
学会
堀江淳先生
（京都橘大学）
9：45
小寺翔馬先生
社会の中の理学療法
〜10：45
（蘇生会総合病院）
11：00
麻田博之先生
コーチングとティーチング
〜12：00
（蘇生会総合病院）
13：00～ 足関節・足部の形態と機能−荷 壇 順司先生
重時の形態的応答について− （帝京大学）
14：30
15：15～ これからの高齢者ケアを創る 備酒伸彦先生
16：45 −理学療法士ができること− （神戸学院大学）
13：00～18：40 第2回新人技術講習会「運動学に 市橋則明先生、建内宏重先生
9：00～17：10 基づいた理学療法の理論と実際」 （京都大学大学院医学研究科）
10：00～ 糖尿病理学療法 戦略と 野村卓生先生
16：00
実践
（関西福祉科学大学）
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新プロ単位

専門領域

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

A-1
A-2
A-5
A-4
A-3
C-1
C-5
C-3

基礎・神経
生活支援
生活支援
教育・管理
基礎・内部

C-2
B-4

B-1

市民交流プラザ
ふくちやま
京都大学医学部
人間健康科学科
京都大学医学部
人間健康科学科

北部研修部
新人教育部
新人発表部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人発表部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

C-2
D-3
C-6
E-1
B-2
D-2
C-2

基礎・運動器

C-5

生活支援

C-2

基礎・運動器

未定

北部研修部

C-4

未定

B-3

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都橘大学

学会部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

D-1
E-2
C-2
C-4
C-2
C-3

基礎・内部

京都大学医学部
人間健康科学科
京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部
生涯学習部

平成29年７月10日

京都府理学療法士会ニュース

№273

広報部からお詫び
前回号にて、NOW がリニューアルします！！というお知らせをさせて頂いていたのです
が、もっともっと多くの会員の皆様に読んで頂くため、更なる検討を継続することとなり
ました。
楽しみにして下さっていた会員の皆様、本当に申し訳ございません。
もうしばらくお待ちください。
是非、一人でも多くの方に参加して頂きたく思っております。
「職場以外の活動、こんなこと頑張っています。」
「Tea Break で自己紹介など“私も書きた～い！”」と思われる方、遠慮なくメールく
ださい。
どしどしと。。お待ちしております。
メールアドレス：kpta.now@gmail.com
どうかよろしくお願いいたします。
広報部

一同

編 集 後 記
私事になりますが、今年度 4 月より佛教大学実習センターに赴任いたしました。
改めて、よろしくお願い致します。
ところで皆さん、今回の表紙の写真を見て「あら？！ハワイ？？」って思われた方、少なくはない
のでは。しかし、よ～くご覧になって下さい。京都のハワイが北部にあるのです。
私はもう水着を着るような年令ではなくなりましたが、水着と浴衣の季節になりました。
会員の皆様、猛暑やから嫌だなーと思わず、それぞれの素敵な夏をお過ごしください。


（広報部部長：東
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佐登美）

