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JRATの活動をご存知でしょうか
災害対策委員会は、災害時における「京都府内での迅速な支援・受援体制構築」にむけた「人材育成」「組織強
化」「仕組み・マニュアル整備」「他府県・諸団体との連携」に重点を置き活動しています。2018年4月の理事就任
以降、大阪北部地震と平成30年7月豪雨、先日の台風21号とが立て続けにおこり、あらためて本委員会の担う役割の
重みを実感しています。
ところで会員の皆様は『JRAT』という言葉をご存知でしょうか。
JRATとは、「Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team」（大規模災害リハビリテーション支援関
連団体協議会）の略称で、「国民が災害を乗り越え、自立生活の再建と復興を目指すべく、安心、安全且つ、良質
なリハビリテーション支援を受けられる制度や体制の確立すること」を目的としており、京都でもJRATを立ち上
げるべく動き出しています。

JRAT活動概要
○各 地域において住民とともに災害に立ち向かえ

○大 規模災害発生時には災害弱者、新たな障害者、

るよう、平時から参加団体が相互連携し迅速・

あるいは被災高齢者の方々に対し、住環境や移

円滑な支援、受援にむけた「災害リハビリテー

動手段の評価・助言、生活不活発病予防への適

ション支援チーム」を発足させる

切な対応を行う

「理学療法士が災害時に何ができるのだろう」とお考えの会員もおられるかと思います。しかし、被災された
人々に対し、私どもが専門家として貢献できることは大いにあります。今後ともいつ起こるかわからない災害に対
し準備を進めてまいりますが、皆様のお力無くしては成り立ちません。是非、我が事としてご理解・ご協力をお願
い致します。
（災害対策委員会

担当理事

現在、京都JRATでは平成31年2月23日（土）に『京都JRAT結成キックオフイベント』
として研修会を企画しています。詳細が決まり次第、追って広報いたしますので、奮って
ご参加くださいますようお願い致します。
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30年度豪雨災害の対応と京都JRATの動向
災害対策委員会

委員長

万谷

健

30年度豪雨災害の対応として、発災後に被災地区の会員が所属し
ている施設を会員名簿からピックアップし、それを災害対策委員が分担し、
各施設に被害状況（会員本人・家族・施設の被害の有無など）の確認を行い
ました。当会に所属する会員やその家族・住居・自家用車に少なからずの被
害がありました。また、被災に遭われた会員は、日本理学療法士協会より見
舞金や会費の免除の対象となる可能性がありますので、詳しくは協会のホー
ムページでご確認ください。
今回、災害対策委員会の活動としては、発災後の安否確認と見舞金・会費免除のお知らせのみとなりました。今
後も委員会の中でも議論を交わし、有事に備えてまいります。
次に京都JRATの動向ですが、現在は、京都府立医科大学リハビリテーション医学教室の三上靖夫教授の下、三
療法士会のそれぞれの担当者と「平成31年2月に協力して京都JRATキックオフの研修会を実施する」を目標に、定
期的に会議を開き準備を進めているところです。
その最中、今回の平成30年7月豪雨が発災しました。JRAT東京本部が岡山県より依頼をうけ派遣チームの募集を
開始し、京都JRATとしてもP・O・Sの先生方から有志を募りました。その結果PT4名OT1名のチームを編成し、被
災地支援を行えるような体制を整えました。しかし、マッチングされず、今回は派遣には至りませんでした。反省
としては、JRATが必要になるであろうことは容易に想像できるなか、有志を募るタイミングが遅すぎた点です。
今後、今回の反省を活かし、有事の際には速やかに被災地支援の体制を取れるよう善処してまいります。

頑張れ真備～JRAT本部慰問を終えて～
京都回生病院

伊藤

昇平

平成30年6月28日から7月8日にかけての豪雨により、西日本は多大な被害を受
けました。広島県、岡山県、愛媛県では河川の氾濫やがけ崩れにより多数の死
者、けが人が出ました。家屋も被害に遭い避難所生活を余儀なくされた方も多
数おられます。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
8月26日、岡山県J R A T（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議
会）本部の慰問及び被災地視察のため、災害対策委員として京都JRATのスタッ
フと共に岡山県倉敷市真備町に行ってまいりました。
山陽道玉島高速出口を下り、周囲を見渡しても本当に災害があったのかと思
うような自然豊かな景色でした。しかし、10分程車を走らせると、そこには想

岡山JRAT本部にて

像を絶する光景がありました。崩れた山肌や道路、ねじ曲がったガードレール、 （左：國安 本部長 右：田後理事）
2階部分まで完全に水が浸かったと思われる家屋。堤防の決壊により5ｍほどの高さの水が襲ってきたそうです。街
を見ることにより、言葉では言い表せないような自然の恐ろしさを感じました。被災地の所々に、「がんばれ真
備」と書かれてあり、胸に何か込み上げてくるものがありました。現場を目の当たりにし、皆さんにどの様に伝え
れば被災地のことが分かって頂けるのか、また有事の際、理学療法士としてどのような事が出来るのかを考えてい
かなければならないと感じました。
最後になりましたが、JRAT本部の慰問時にご対応いただきました岡山県理学療法士会会長の國安先生をはじめ、
JRAT活動中にもかかわらず、ご対応頂いた先生方へこの場を借りて御礼申し上げます。また、全国の被災地域が
一日でも早く復興いたします様お祈り申し上げます。
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活動報告①～JRAT初動対応支援～
京都第一赤十字病院

加藤

大策

今回の西日本豪雨災害にあたり、7/13-16日赤災害医療コーディネートチーム
として活動しました。その時に岡山JRATとコンタクトを取り、現状では本部機
能が不十分とのことであり、またJRAT東京本部から応援本部要員派遣の見込み
は7/19との情報を受け、7/19までの本部機能を手助けする形で、7/17-18（半日）
JRAT本部要員として活動しました。
実は岡山JRATは京都府と同様で各士会で災害対策委員会を立ち上げ、そろそ
ろJRATも立ち上げようかという状況下での今回の被災ということで、とても混
乱されていたことを今でも覚えています。
私の活動場所は、岡山JRAT調整本部（倉敷保健所）と活動拠点本部（倉敷リ
ハビリテーション病院内）でした。調整本部では、他の医療班と情報共有、連携
が求められます。そこで、日赤医療班が段ボールベッド設置プロジェクトにタイ
アップ出来るように調整・連携を図りました。活動本部では、①本部業務の役割
の説明・レクチャー②活動拠点本部内の役割分担や活動内容を整理（活動の見え
る化）③活動部隊にどのような指示を与えるかのレクチャーを行ないました。
一般社団法人 岡山県理学療法士会
facebookより借用

活動報告②～初めてロジスティック要員として派遣されて～
田辺記念病院

松井

幸士

この度、岡山県と日本理学療法士協会から要請を受け、8月26日～28日の日
程で岡山県倉敷市真備町へのロジスティック要員として派遣され、倉敷リハ
ビリテーション病院内での活動本部業務に携わりました。
大規模災害時での支援方針は、各避難所の住民からのリハビリテーション
ニーズを現地に派遣されたＪＲＡＴ（大規模災害リハビリテーション支援関
連団体協議会）活動チームが聴取し、その情報を基に被災者の廃用症候群の
岡山JRAT本部にて
左より田後理事、松井幸士、
伊藤先生、万谷委員長

予防や避難所内の生活環境を改善することとなっています。ロジスティック
要員は災害のフェーズや住民のニーズに応じて保健所・行政・関係支援団体
と協働し、避難所への現地派遣チームがスムーズに活動できるための管理・

調整役ともなっています。今回の支援では、現地派遣チームとの電話での報告連絡相談をはじめとした情報収集・
クロノロジーの作成・翌日以降の活動予定表作成・活動実績入力や報告書の作成・保健所ミーティングへの参加、
等の業務を行いました。
大規模災害が起きた際被災した側の立場では、混乱した状況のなかで指揮命令系統・発受信体制・支援業務内容
や手順・情報収集をはじめとした連絡報告体制を速やかに、そして確実に確立する必要があります。活動本部を運
営する際に「支援を受け入れる体制を整える」ことや避難所を訪れた現地派遣チームから活動本部に寄せられる相
談に対してロジスティック要員が着地点を見つけることに難しさを感じました。
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第29回京都府理学療法士学会
身体運動学を臨床に活かす
日

時

平成 30 年 12 月 15 日（土）、16 日（日）

会

場

京都テルサ

講

演

「肩関節解剖、腱板機能およびその治療」


新井

隆三先生（京都大学医学部整形外科）

「膝関節の機能解剖とその治療」


本城

邦晃先生（済生会京都府病院整形外科）

「足関節の運動学に基づいた機能評価と運動療法」


伊藤 浩充先生（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科）
「股関節深層筋群の機能解剖とトレーニング」



木下 一雄先生（東京慈恵医科大学付属柏病院）
「体幹の機能解剖と運動学に基づいた運動療法〜腰痛予防と治療〜」



青木 一治先生（名古屋学院大学 リハビリテーション学部 理学療法学科）

一般演題

３０演題予定

詳細は下記 URL または QR コードからご参照ください。
http://www.kpta.jp/society/
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広報誌NOW発刊に関するアンケート結果（有効回答数70）
①NOWの発刊方法

②NOWに掲載する内容について

これらの結果を踏まえて、広報誌の発刊方法や内容をブラッシュアップしていきます。
（広報部部長
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申し込みについては京都士会ホームページまたは各QRコードをご参照ください。

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31年1月26日（土）9：30（開始）～1月27日（日）18：00（終了）

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）

会

場：京都大学医学部人間健康科学科

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30年12月17日

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30年12月9日（日）9：00～17：00

講

師：松尾善美先生（武庫川女子大学）

会

場：佛教大学二条キャンパス701教室

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）

申し込み締切：平成30年11月9日（金）

平成30年度

管理職ネットワークミーティング

テーマ：『人材育成

新人研修』

内

容：３施設からの実践報告と意見交換

日

時：平成31年2月2日

会

場：京都医健専門学校

講

師：洛和会音羽リハビリテーション病院

13：30〜15：30

社会福祉法人あじろぎ会

西村ひろみ先生

リハビリテーション課

喜多

宇治病院

リハビリテーション部

メディケア・リハビリ訪問看護ステーション

修先生

訪問看護事業教育研修課

蕨野

浩先生

※この研修会は、協会指定管理者受講のための士会主催のマネジメント研修になります。

平成30年度

協会指定管理者（初級）研修

日

時：平成31年2月2日

場

所：京都医健専門学校

15：30〜17：00

指定管理者取得には、所属部署の管理者、およびそれに準じる会員の中で次の３項目のいず
れかに該当することが必要です。
1．士会長の推薦者

2．士会主催のマネジメント研修受講者

3．回復期セラマネなど、医療的マネジメントコース卒業者
※同日に行われる管理職ネットワークミーティングは、２に該当します

平成30年度

第３回小児ネットワーク

テーマ：京都府南部の小児リハビリテーションの現状について
日

時：平成30年11月23日（金 祝）10：00〜12：00

会

場：京都大学宇治おうばくプラザ（予定）

講

師：京都府立こども発達支援センター
南京都病院

理学療法士

理学療法士

中沢幸代先生

小松勝幸先生
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「足部・足関節の運動学と理学療法」

日

時：平成31年1月14日（月・祝日）10：00～16：00

会

場：京都橘大学優心館6階（E601教室）

講

師：工藤

慎太郎先生（森ノ宮医療大学）

足部・足関節の機能障害を運動学的に捉えることは足部・足関節はもとより、膝や股関節機能の改善にも有効にな
ります。
足関節の不安定性を改善するには、足関節の背屈制限を改善するには？疑問は付きません。だからこそ、もう一度、
解剖学や運動学に立ち返って、何をする必要があるかを考えられるように理学療法評価・治療を考えましょう。
※事前申込制。京都府理学療法士会会員で、平成30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
と参加者の決定に反映させることが可能です）のみ受講可能。
申込方法等は、11月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

平成 30 年度
日

程

時

間

学術局研修会予定

テーマ

講

師

新プロ単位

認定
専門領域

18：20～19：20

臨床実習指導方法論

藪内潤一先生
(福知山市民病院)

E-1

19：30～20：30

症例報告・発表の仕方

阿部由平先生
(舞鶴赤十字病院)

B-4

9：00～12：00

急性期病院における早期理学療
法 循環器疾患を中心に

高橋哲也先生
(順天堂大学)

C-3

内部障害

13：30～16：30

身体で知るからだの使い方

小田伸午先生
(関西大学)

C-2

基礎
運動器

13：00～18：40
9：00～17：10

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)

11月11日(日) 10：00～12：00

がんのリハビリテーションの実
際と最新のトピックス

井上順一朗先生
(神戸大学医学部附属病院)

12月15日(土) 13：00～18：40
12月16日(日) 9：00～17：10

第29回京都府理学療法士学会
※第23回基礎理学療法学会学術
大会(学術大会長 市橋則明先
生)と同時開催

学会長 西村純先生
(済生会京都府病院)
準備委員長 宮坂淳介先生
(京都大学医学部附属病院)

足部・足関節の運動学と理学療法

工藤慎太郎先生
(森ノ宮医療大学)

場

所

担

当

市立福知山市民病院

北部研修部

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

C-2

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

C-3

市立福知山市民病院

北部研修部

京都テルサ

学会部

京都橘大学優心館6階
(E601 教室)

生涯学習部

10月19日(金)

10月21日(日)

11月3日(土)
11月4日(日)

1月14日
(月・祝)

10：00～16：00

C-2

基礎
運動器

【学術局の研修会に参加する際の注意事項】
＊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、各部の問い合わせ先まで）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、京都士会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下さいますよ
う、ご協力をお願い致します。
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地域包括ケアにおける参加活動報告のご協力のお願い
地域包括ケア推進部では、2018年4月～2019年3月の期間、本会員の「地域ケア会議」、「介護予防事業」への参
画状況のデータ集積を行いたいと思います。Googleフォームでのアンケート形式になっていますので、参加された
会員の方はぜひともデータ集積にご協力をお願いします。報告入力フォームはスマートフォンまたはPCから入力で
きます。各QRコードから、または京都府理学療法士会ホームページの「社会局のお知らせ」をご覧ください。
「地域ケア会議」に参加した会員はコチラ

「介護予防事業」に参加した会員はコチラ

就業フェア報告
平成30年8月5日（日）、京都勧業館（みやこめっせ）にて、府内における療法士の確保、充実を図るため、
京都府および京都府リハビリテーション三療法士会協議会の主催で「京都府リハビリテーション就業フェア
2018」を開催しました。
今年度は、採用を予定している57法人、60ブース（計378名+若干名の求人）に対し、162名の参加（見学
12名含む）がありました。（詳細は下表参照）。見学、就職へつながるきっかけとなれば幸いです。
参加状況（見学者除く）
PT

OT

ST

合計

学生

76

25

34

135

既卒者

3

8

4

15

合計

79

33

38

150

毎年、京都府内への就業希望者と採用予定の施設等のマッチングを目的に開催していますが、実習状況、
就職活動状況を勘案し2019年度は10月14日（月祝）の開催を予定しています。京都府に就職・転職・再就職
を希望される多くの方々にご周知いただければと考えます。府内リハビリテーション提供体制の充実のため、
ご理解、ご協力をお願いいたします。最後になりますがご協力いただきました京都府福祉人材・研修セン
ターさまに感謝いたします。

（京都府リハビリテーション就業フェア2018
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平成30年度 社会局 保険部研修会報告
平成30年8月19日（日）、平成30年度社会局保険部研修会「平成30年

診療報酬・介護報酬同時改定後の

運用と課題」（士会指定事業）を開催、スタッフを含め73名の方々の参加を頂きました。
今回の研修会は、前半に活動報告、後半にグループワークの2部構成で行いました。
前半の活動報告では、トリプル改定（医療・介護・福祉）における医療・介護領域の主な新設・変更点につ
いて、5名の講師より現場の立場から運用上の工夫や課題を紹介いただきました。（改定のポイント、運用体
制の状況、人員配置の課題、専任療法士の業務内容、収益面、研修の工夫、カンファレンス、医療介護連携強
化の工夫、業務量負担対応策、計画書様式の見直し、医師指示の明確化、医師の会議参加、減算対策など）
後半のグループワークでは、急性期、亜急性期、通所・老健、訪問に分かれて講師を交えて約50分間、参
加者同士の活発な情報・意見交換がなされました。グループワークは保険部として初の試みであり、それぞ
れの施設における業務の課題について、他施設の意見を聞く事ができた貴重な時間になったと同時に府士会
としてのブロック化、管理者ネットワークの構築による、「気軽な」「本音の」意見・情報交換・相談の場
の必要性をあらためて実感しました。
最後になりますが、ご多忙な中、ご講演をお引き受け頂きました講師の先生方に感謝申し上げますととも
に、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お礼申し上げます。
（保険部
＜講師＞医療分野

①京都第一赤十字病院

川口

直輝

担当理事

③萌木の村

光成

⑤京都武田病院

敏宏
中川

先生
智明

裕之

部長

先生

②洛和会音羽リハビリテーション病院
介護分野

田後

西村

④ひしの里

ひろみ

先生
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業務推進部企画 小児ネットワークミーティングを開催しました！
第１回は「他者との関わりと子どもの発達～親の養育行動、兄弟姉妹、養育レジリエンスについて～」浅野大喜
先生（日本バプテスト病院）の講演を中心に京都市内で、第２回は「京都府北部における特別支援学校とハビリ
テーション実施機関との連携」をテーマに福知山で、３講師からの報告と意見交換を行いました。

第１回

小児ネットワークミーティングに参加して
花ノ木医療福祉センター

島田

大

子どもの発達について、養育の視点から浅野先生の経験や様々
な研究データを基に講義して頂きました。今回の講義の中で特に
印象に残っていることは兄弟姉妹の影響についてです。障害を持
つ子どもにとって、兄姉の存在は認知発達や言語発達には良い影
響を与えるが、運動発達には遅れが生じるとのことでした。また、
兄弟姉妹へは、どうしても親が関わる機会は障害を持つ子どもの
方が多くなるため、量の多い関わりではなく質の高い関わりをす
るとよいとのことでした。セラピストの立場として、兄弟姉妹や
ご家族は、どのような支援を提供し、どのようなアドバイスをし
ていくと良いのか、考える必要があると感じました。
我々セラピストが出来ることは限られていますが、障害を持つ子どもへの支援だけでなく、兄弟姉妹への
支援もできるように努めたいと思います。

第2回

小児ネットワークミーティングに参加して
京都府立与謝の海支援学校

篠原

勇

多職種が参加可能なセミナーや研修会に参加すると、セラピストの
先生から「学校の先生と連携したいのですが、身構えられるようでう
まくいきません。どうすればいいでしょうか？」と尋ねられることが
よくあります。
私は学校の教員として「身構えてしまう」気持ちがわかるような気
がします。専門職であるセラピストの先生が、学校の取組をどう見て
おられるのだろうかと考えると、少し怖いのです。「きっと学校の取
組に対して否定的で、あまり意味が無いことをしていると感じておら
れるのだろうな。だから、一方的に『指導してあげる』『教えてあげ
る』的に言われるのではないかな？」と言った気持ちです。正直、学
校関係者は医療従事者の方に対して、このような気持ちが少なからず
あるため、不安を感じ身構えてしまうこともあるのです。
学校と医療…。きっと子どもの見方やとらえ方が違うこともあると
思います。違って当たり前です。しかし、そこに優劣はないのではな
いかと思います。大好きなOTの先生が「連携の第一歩は他職種をリス
ペクトすること」と言っておられました。学校関係者としてはとても
うれしい言葉です。
今回のような、セラピストの先生方を身近に感じるミーティングを通して、これまで以上に対等な関係で
お互いが学び合える、連携につながれば素敵だなと思います。今後ともよろしくお願いします。

− 11 −

平成30年10月15日

京都府理学療法士会ニュース

№278

「介助教室」スタッフ募集
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。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ています♪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、安心して参加頂けます。多くの方のご参加お待ちしております♪
【事前勉強会】
平成30年11月1日

19時～

会場：京都第一赤十字病院リハビリテーション室

【介助教室】
平成30年11月25日（日）午前

会場：京都医健専門学校

応募はメールにてお願いします。折り返し、御連絡させていただきます。
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

アドレス：kpta.kaijo@gmail.com

●事務局からのお知らせ●

１．楽天クレジットもしくはニコス自動振替の登録していただいていますか？
今年度の会費を日本理学療法士協会からの振込用紙にて振り込まれた方は、来年度以降の円滑な会費の
納入のために、至急楽天カードかニコス自動振替の登録をお願いします。
☆楽天クレジット☆
楽天クレジットは、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。
（電話番号：０３－６８０４－１４２１）
☆ニコス自動振替☆
楽天クレジット以外に、ニコス自動振替による会費の納入もできます。
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。会員の皆様の御協力を宜しくお願い
致します。
☆今後の会費納入について☆
今後は京都理学療法士会の口座を利用しての会費納入はできなくなります。
２．勤務先の異動、改姓などされていませんか？
日本理学療法士協会に届けている情報は更新して頂いていますか？現在連絡不能となっている方が多数お
られます。日本理学療法士協会や京都府理学療法士会からの郵便物が届いていますか？
異動・住所変更、改姓などされましたら、必ず日本理学療法士協会のマイページより、情報の更新をお願
いします。また、メールアドレスも必ず更新してください。よろしくお願いいたします。
会費についてご不明な点がございましたら、下記まで御連絡下さい。
一般社団法人京都府理学療法士会
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事務局

E-mail

kpta.jimu@gmail.com

