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並河前会長 退任挨拶
謹啓 新緑の候 ますますご清祥の趣、大慶に存じます。

さて、私こと、四月十五日の総会をもちまして、京都府理学療法士会会長を退任致
しました。第四代

森永敏博会長の後を受け継ぎ、一年間は代理会長を務めた後、

十二年前に選出されまして以来、会員諸兄姉はじめ他団体の皆様のご支援により大過
なくその任を果たせましたことを深く感謝申し上げております。特に四十周年の記念
式典や、二度にわたる近畿理学療法学術大会の開催を成し遂げられましたことは、理
事や会員諸兄姉や他団体の皆さんのご援助とご協力によるもので、私にとり終生忘れ
得ぬ感激でございます。また私事ではありますが、この間に医療功労賞・理学療法士
協会の会長賞を戴いたことは誠に嬉しい限りでした。
会長交代時期と感じておりましたところ、新会長には麻田博之氏が決まり、上手にバトンタッチができました事も嬉しい
限りです。新会長は二年後に近畿理学療法学術大会、五十周年記念式典という大きな仕事が待っています。この大きな事業
を新会長は、人格識見ともに高い考えを持っておられますので、新理事とともに本会の発展にも必ずご尽力いただけること
と存じます。

終わりに長い間のご厚情にお礼申し上げるとともに、会員諸兄姉のいっそうのご発展を祈念し、退任の挨拶とする次第で
す。

謹白
平成三十年五月吉日
一般社団法人 京都府理学療法士会 前会長 並河 茂

平成24年度医療功労賞 受賞時の1シーン
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新役員のご紹介
平成 30 年 4 月 15 日に開催された定時総会にて、新役員が選任され、会長及び 15 名の理事、2 名の幹事が就任しました。

会長（第6代）

あさ だ

麻田

ひろゆき

博之（蘇生会総合病院）

この度、一般社団法人京都府理学療法士会第６代会長に就任致しました、麻田博之でご
ざいます。これまで歴代会長が強い指導力で育んできた組織を引き継ぐ事は、大変な事と
思っています。甚だ微力ではございますが、京都府における医療・保健・福祉分野の発展
ならびに、法人の充実に尽くす所存であります。1970 年 6 月に 29 名（理学療法士 27 名、
作業療法士２名）で設立された京都府理学療法士会は、平成 30 年３月末で会員数 2,481 名
となり、今年度も 250 名を超える新入会の申し込みがありました。3,000 名にも及ぼうとす
る会員に求められる組織とは「法人の存在価値の分かりやすさ」
「所属していることのステ
イタス」
、
「活動力（組織力）
」が重要と考えています。時代背景や、求められている組織像
を常に考えながら、京都府理学療法士会会員の働きがいのある環境作りに貢献できる組織運営を進めていきたいと
考えています。また今年度より京都府理学療法士連盟会長には前士会長の並河茂氏が就任されます、連盟との協調
は近々に結果を出さなければいけない事案と考えています。これは会員のご協力なしには進められない事です、ご
理解を賜りますようお願い致します。その上で、我々は医療専門職団体であることを忘れてはならず、研鑽
義務を基本に 「障害に向き合う」 その専門性を忘れず取り組んでいきたいと思います。皆様の一層
のご鞭撻、ご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

副会長（事務局長）

かり や

苅谷

やすゆき

康之（西陣病院）

今年度より京都府理学療法士会副会長兼事務局長の業務をさせて頂くことになりまし
た。前年度までは士会の財務担当をさせて頂いておりましたが、今後は士会内の事業のみ
でなく、行政や日本理学療法士協会・他団体と士会員の橋渡し役として士会事業に関わっ
ていく所存です。士会員数も約２，７００名となり行政や他団体からの期待や要望も大き
くなってきます。今後益々士会内外共に連携の必要性が増してきます。当士会が職能団体
としてより成長し、理学療法士の必要性がアピール出来るよう微力ながら事業に携わりた
いと思っております。
士会員の皆様、ご協力ご助言の程よろしくお願い致します。

副会長

なかもと

中本

たかゆき

隆幸（京都きづ川病院）

４月の総会におきまして、2018年度～2019年度の理事を務めさせて頂く事になりまし
た。2014年度～2017年度の２期４年の理事の経験および2017年度の社会局副局長の経験を
活かしてこの２年間も会員の皆さんとともに京都府理学療法士会を盛り上げてまいりたい
と思っております。
理学療法士の取り巻く環境は、地域包括ケアシステムの下に動いておりそのシステムの
中でのリハビリテーション専門職としての役割を如何に発揮していくかを考えなくてはな
りません。理学療法の評価・技術向上とともに多職種との連携、京都府リハビリテーション三療法士会協議会
の運営をしっかりと考え頑張ってまいりたいと思います。ご支援・ご協力の程宜しくお願い致します。
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めぐ み

関 恵美（京都民医連第二中央病院）

1992 年、石川県から京都府士会に異動してきてから 25 年、社会局で部員としてまた理事とし
て活動してきました。今、地域包括ケアシステムという新しい社会システムが始まろうとしてい
ます。その中で理学療法士が大きく社会に貢献できる専門職であることを府民の皆様に理解して
いただけるよう、またその任に応えられる人材の育成に力を注いでいきたいと思います。
京都府民の健康で文化的な生活への一端を担う専門職として、理学療法士が必要とされる存在
であり続けるためにも、諸先輩方からはその叡智とご経験を、若手の皆様からはその情熱と行
動力を士会活動に結集しましょう。わたくしも微力ながら力を尽くしたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。

学術局長

ほり え

堀江

じゅん

淳（京都橘大学）

今期より理事・学術局長として新三役を務めさせていただくことになりました。私の学術局長と
してのモットーは、
「科学としての理学療法の構築」としております。会員の皆様には、
「科学的視
点をもった理学療法士」
「社会から信頼される理学療法士」になって頂けるよう卒後教育を企画、提
供をしていきたいと考えております。特に、若い会員の皆様には、参加者としてだけではなく、運
営スタッフとしても学術局の取組に積極的に参加していただきたいと熱望しております。新し
いシステム、
企画もどんどん考えていこうと思っております。会員の皆様と一緒に盛り上げていければ幸いです。

社会局長

え ひら

江平

とも こ

知子（聖ヨゼフ医療福祉センター）

今春より、社会局長として士会の仕事をさせていただいております。社会局では、
『府民の方々
が健康な生活を送るためのサポート』をさせていただきたいと考えます。高齢化の進む社会状況
の中で、理学療法士に何ができるのか、何をしなければならないのを考え実行していきます。
また、一方で、理学療法士として働くために必要な情報の発信をしながら、横の繋がりを大切
にしていきます。人と人との様々な、ネットワークを紡ぎながら、みなさんの日々の業務の
影の立役者となれるようになりたいと思いますので、よろしくお願いします。

生涯学習部
まど ば

かつゆき

窓場 勝之
京都博愛会病院

公益事業部
さ とう

ふみひろ

新人教育部
会誌編集部
いし い

みつあき

石井 光昭
佛教大学

総務部

いけぞえ

と

め

新人発表部

北部研修部

西村 純

梅田 匡純

済生会京都府病院

京丹後市立弥栄病院

にしむら

じゅん

うめ だ

財務部

なんかく

まさずみ

広報部

こ てら

まなぶ

しょうま

佐藤 文寛

池添 冬芽

南角 学

小寺 翔馬

京都第一赤十字病院

京都大学

京都大学医学部付属病院

蘇生会総合病院
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業務推進部

ばんどう

み か こ

た

保険部
ご

ひろゆき

阪東 美可子

田後 裕之

宇治市サービス公社

京都岡本記念病院

監事

いちはし

のりあき

監事

い とう

きよひろ

市橋 則明

伊藤 清弘

京都大学

岸本病院
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第 47 回定時総会の報告

平成 30 年６月２日（土）
・3 日（日）にベルサール汐留（東京都）において全国から 386 名の代議員が参加し（京
都９名）開催されました。主な内容を下記に報告します
１、2023 年 WCPT 学会の誘致を行っていく

２、協会新会館建設について
①建設用地が六本木に決定し平成 31 年完成予定
②建設費は 20 億円（現在の概算は 17 億円）以内とする
（建設費用内訳）
土地購入費 10.8 億円

建築費 5.2 億円

解体等費用 1 億円

（支払い内訳）
会館設立積立金 9.2 億円

現会館売却 3.8 億円

借入 4 億円

３、新・生涯学習システム（研修理学療法士）概観案につ
いて（平成 34 年～35 年施行開始予定） 右図参照

地域包括ケア推進部からのお知らせ
地域包括ケアシステムに関する推進リーダー導入研修について
内容：本年度、当士会開催の両推進リーダー導入研修は京都府リハ三療法士会協議会の「京都府人材養成・派遣支
援事業」研修会と合同開催を予定しております。内容については決定次第、士会 HP にてご案内いたします。
＜京都府人材養成・派遣支援事業＞
■ベーシック研修

9/30（日）

京都府立図書館ホール

■アドバンス研修

10/14（日）

会場未定

■現任研修（旧サード研修相当） 2019 年 1/27（日） 会場未定

＜今年度地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー取得を希望される方へ＞
上記研修と合同開催します。但し、今年度協会の定める内容が変更されますので、別途講義を開催する可能性が
あります。ご了承ください。この研修を受講前には必ず、協会の e- ラーニング受講終了をお願いします（免除要件
あり）。
詳細は協会 HP の生涯学習をご覧ください。今年度の当士会指定事業に関しましては、
士会 HP 上でご案内いたします。
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業務推進部からのお知らせ
業務推進部では「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」でそれぞれ登録者を募集し
ております。同職種同志のつながりを強化し、情報交換を推進出来たらと思っておりますので、ぜひご登録下さい。
いずれも業務推進部メールアドレス（kyotoptg@gmail.com）まで、件名にネットワーク名、氏名、所属を明記の上、
お申込み下さいますよう、よろしくお願いいたします。

第１回

在宅ケアネットワークミーティングのご報告
「在宅看取りにおいてPTが果たすべき役割に参加して」
あじさいガーデン伏見

北村薫

今回、先生の経験を踏まえた講義で、在宅での生活
期から介護期、終末期での ADL・QOL の向上に向けて
セラピストの関わりの重要性を知る事ができました。
私自身、介護期・終末期に関わる事があり、身体面や
精神面でのサポートの難しさを感じていました。
セラピストができる事として身体症状の変化、生命
予後とともに機能的な予後予測を行いつつ、本人・家
族の想いをくみ取りながら目標を設定していく事、他

「在宅ケアネットワークミーティングの運営に携わって」

職種と連携して QOL の向上に繋がるように関わる事の

朝恒

2 つを学びました。また、お話の中でがんの知識、医療

( 訪問看護ステーション梨の里 )

や看護の知識、急変時対応の知識がセラピストに不足

平成３０年５月１３日、京都医健専門学校にて、
「在

している事も述べられており、現在の自分の知識不足

宅看取りにおいて PT が果たす役割」のテーマで、介護

も痛感しました。今後は終末期の関わりにおいて、身

老人保健施設ローランド訪問リハビリの桑山先生にご講

体機能や ADL の変化だけでなく、QOL の向上に向け

義いただきました。２６名の方が参加され、アンケート

て今何ができるのかを考えて関わっていきたいと思い

からは、各々が介護期・終末期において辛さや無力感を

ました。

業務推進部

知花

感じており、迷いや葛藤を抱えながら対象者と向き合っ
ている現状が分かりました。講義や参加者同士のディス
カッションを通じての臨床経験や悩み、課題の共有は、
参加者の介護期・終末期における臨床の迷いや葛藤の解
消に少し寄与できたのではないかと思います。今後もネ
ットワークミーティングで横の繋がりを構築し、経験や
想い、悩みを共有する事で、臨床をより良いものにでき
る場を提供できればと考えています。
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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☆
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。
２．現在楽天クレジットをご利用いただいている方へお願い
楽天クレジットで 3 月 27 日に平成 30 年度の会費が引き落とされていますか？楽天クレジットの登録をしている
にもかかわらず、会費が引き落とされず未納状態となっている方がいらっしゃいます。その理由としては下記のよ
うなことが考えられます。
＜楽天カード登録済で未納になってしまう理由＞
・カードの利用限度額を超過している
・マイページに登録されているカード情報が古いままである（有効期限切れも含む）
・カードが利用停止状態になってしまっている（支払の遅滞やカードの受取不備等）
＜更新情報の反映について＞
楽天カードを新規申込した際に日本理学療法士会会員の専用ページからお申込された方は、楽天カード側から更
新情報をいただいて反映しておりますのでご自身で情報の変更をしていただく必要はありません。
一方、元々ご自身でお持ちの楽天カードを登録された方や、一般向けの楽天カードのサイトから新規申込をされ
た場合については、本会へ楽天カード側より情報をいただける対象に含まれませんので、カードが変わった際（有
効期限の更新や再発行などにより）には、ご自身でマイページの登録情報を変更いただくことが必要です。
解決方法としましては、まずはマイページにて、ご自身の登録されているカード情報が現在手元にお持ちのカー
ドの番号・有効期限と相違ないかどうかをご確認いただくこととなります。
相違があればマイページ上にて修正いただき、なければカードの有効性を楽天カード㈱へお問い合わせいただく
必要がございます。なお、楽天カード決済が不能となってしまった方に関しましては、適宜日本理学療法士協会より
個別にメールで通知を送信しておりますのでご確認ください。
３．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。
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、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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研修会の詳細、申込については京都府理学療法士会
ホームページまたは各 QR コードをご参照下さい

研修会のお知らせ
新人症例発表会

日時：平成 30 年 9 月 23 日（日） 13：00 ～ 17：30（予定）
場所：京都大学医学部人間健康科学科

演題、座長ともに募集中です！
演題登録締め切り：平成 30 年 7 月 25 日（水）17：00 必着
スライド提出の締め切り：動画使用者

平成 30 年 9 月 9 日（日）17：00 必着

動画未使用者

平成 30 年 9 月 16 日（日）17：00 必着

座長募集締め切り：平成 30 年 7 月 31 日（火）17：00 必着

社会局保険部

『平成３０年

第 1 回研修会

診療報酬・介護報酬同時改定後の運用と課題』

日時：平成 30 年 8 月 19 日（日）9：30 ～ 12：30（受付開始 9：00 ～）
会場：京都医健専門学校
１．講演（20 分×5）
①特定集中治療室管理料（ICU 加算）の運用と課題
②急性期～亜急性期病床（回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟）の運用と課題
③介護老人保健施設
④通所リハビリ

改定後の運用と課題

改定後の運用と課題

⑤訪問リハビリ

改定後の運用と課題

＊介護保険分野からは医師関与、データ提出、他施設リハ職関与、計画書共有等の報告
２．グループワーク（60 分）
①急性期

第2回

②亜急性期

③老健

④通所

⑤訪問等に分かれて情報・意見交換

小児ネットワークミーティング

「京都府北部の特別支援学校と医療機関との連携」
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）13：00 ～ 15：00
報告者：市立福知山市民病院

上田

会議室 3-2

裕美先生

京都府立舞鶴こども療育センター PT

第２回

会場：福知山市民交流プラザ

重症心身障害児施設 花ノ木医療福祉センター PT

在宅ケアネットワークミーティング

「在宅における義肢装具の作成からフォローアップ」
日時：10 月 20 日（土）15：00 ～ 17：00
講師：株式会社 PO ラボ 大谷

巧先生

会場：京都医健専門学校
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 今井

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 時～ 17 時
講師：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
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平成 30 年度 学術局研修会予定
(※申込方法等の詳細は士会 HP、下記 QR コード、URL でご確認ください )
日

程

時

間

テーマ

講

師

7 月 28 日(土)

13：00～18：40

運動学に基づいた運動療法の

市橋則明先生、建内宏重先生

7 月 29 日(日)

9：00～17：10

理論と実際

(京都大学大学院医学研究科)

9：40～10：40

一次救命措置と基本処置

南角学先生
(京都大学医学部附属病院)

11：00～12：00

症例報告・発表の仕方

13：00～14：00

臨床実習指導方法論

石井光昭先生

新プロ

認定

単位

専門領域

10：00～11：30

人間健康科学科

中本隆幸先生
(京都きづ川病院)

(京都大学大学院医学研究科)

統計方法論(仮）

天野徹哉先生
(常葉大学保健医療学部）

B-3

発表者のみ新プロ単位認定

C-6

19：30～20：30

生涯学習と理学療法の専門性

19：00～20：00

社会の中の理学療法

堀口遥先生

梅田匡純先生
(京丹後市立弥栄病院)

18：20～19：20

臨床実習指導方法論

19：30～20：30

症例報告・発表の仕方

小寺翔馬先生

麻田博之先生

藪内潤一先生
(福知山市民病院)

(順天堂大学)

C-3

身体で知るからだの使い方

11 月 3 日(土)

13：00～18：40

運動学に基づいた理学療法の

市橋則明先生、建内宏重先生

11 月 4 日(日)

9：00～17：10

理論と実際

(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

井上順一朗先生

際と最新のトピックス

(神戸大学医学部附属病院）

第 29 回京都府理学療法士学会

学会長 西村純先生

12 月 15 日(土)

13：00～18：40

※第 23 回基礎理学療法学会学術

(済生会京都府病院）

12 月 16 日(日)

9：00～17：10

大会(学術大会長 市橋則明先
生）と同時開催

準備委員長 宮坂淳介先生
(京都大学医学部附属病院）

10：00～16：00

足部・足関節の運動学と理学療法

C-2

(関西大学）

工藤慎太郎先生

基礎

北部研修部

人間健康科学科

生涯学習部

運動器
京都大学医学部

C-2

人間健康科学科

C-3

C-2

(森ノ宮医療大学）

第 4 ～７回新人教育部研修会申し込み

市立福知山市民病院

京都大学医学部

小田伸午先生

13：30～16：30

(月・祝)

新人教育部

内部障害

10 月 21 日(日)

1 月 14 日

京都大学医学部
人間健康科学科

B-4

(舞鶴赤十字病院)
高橋哲也先生

北部研修部

E-1

阿部由平先生

循環器疾患を中心に

舞鶴赤十字病院

E-2

(蘇生会総合病院）

急性期病院における早期理学療法

新人発表部

D-1

(蘇生会総合病院）

10 月 19 日(金)

9：00～12：00

京都大学医学部
人間健康科学科

D-2

10 月 11 日(木)
コーチングとティーチング

新人教育部

B-2

(舞鶴赤十字病院)

10 月 5 日(金)

20：15～21：15

京都大学医学部
人間健康科学科

C-4

9 月 23 日(日)

クリニカルリーズニング

新人教育部

E-1

池添冬芽先生

18：20～19：20

当

B-4

(佛教大学)

能の評価とトレーニング

新人症例発表会

担

B-1

高齢者に対する筋特性・運動機

13：00～17：30

所

京都大学医学部

C-2

8 月 26 日(日)

14：20～15：50

場

新人教育部

未定(福知山市内）

北部研修部

京都テルサ

学会部

基礎

京都橘大学優心館 6 階

運動器

(E601 教室）

生涯学習部

第８～９回新人教育部研修会申し込み

右の QR コードまたは下記 URL からお願いします。
https://ez-entry.jp/shinjin-2018-2/entry/
申込期間：7 月 1 日（日）8 時から 8 月 10 日（金）
17 時まで

右の QR コードまたは下記 URL からお願いします。
https://ez-entry.jp/shinjin-2018-3/entry/
申込期間：8 月 13 日（月）8 時から 9 月 21 日（金）
17 時まで

第 2 回新人技術講習会「運動学に基づいた運動療法の理論と実際」
日時：平成 30 年 11 月 3 日（土）～ 11 月 4 日（日） 応募締め切り：平成 30 年 10 月 14 日（日）
内容：主に 3 年目以内の新人の方を対象に、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。
詳細は士会ホームページまたは右の QR コードをご参照ください。
平成 30 年度新人教育部研修会（技術講習会を除く）・新人発表部研修会・北部研修会（新プロ対象１時間研修会）は、平成 30 年度地域医療介護総合確保基
金事業補助金により参加費は無料です
北部研修会は、京都府委託事業の「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）」補助金により参加費は無料です
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【学術局の研修会に参加する際の注意事項】
＊学術局の研修会は全て（必須初期研修、北部研修会は除く）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。
具体的な申込方法は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ので、ホームページをご覧下さい。
＊新人教育部および新人発表部の研修会の定員は 180 名、生涯学習部研修会の定員は 200 名、
技術講習会の定員は 40 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。
＊なお、抽選は平成 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、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。

「京都府リハビリテーション就業フェア 2018 開催」
毎年 8 月に京都府の補助を受け開催しています「京都府リハビリテー
ション就業フェア 2018」を今年も 8 月 5 日（日）12 時から

みやこめっ

せ地下 1 階で開催いたします。
リハビリテーション就業フェアは、昨年までは、京都府理学療法士会、
京都府作業療法士会合同のリハビリテーション就業フェア実行委員会
（以下実行委員会）で開催していましたが、本年度からは、京都府のリ
ハビリテーション専門職（理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会）
の三団体で構成する京都府リハビリテーション三療法士会協議会に就業
フェア実行委員会を遷し、京都府の補助を受け運営していくことになり
ました。
三団体で協力して運営してまいりますのでよろしくお願いいたします。

士会員の方へ 「京都府リハビリテーション就業フェア 2018 の周知依頼」
貴施設にて実習をされている学生さんに（特に京都に就職を希望されている方）
「京都府リハビリテーション就業フェア 2018」の開催の周知をお願いします。
また、実習地訪問で来られる養成校教員の方への周知もよろしくお願いします。
（進路指導担当・キャリア担当者の見学も歓迎します。）
※詳しくは同送しておりますチラシまたは京都府理学療法士会のホームページをご覧ください。
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※第 23 回日本基礎理学療法学会学術大会（http://23thjptakiso.com/index.html）との共同開催です。

【演題募集開始】
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しています。
募集期間：平成 30 年 7 月 1 日〜8 月 31 日
【参加費】4000 円
京都府理学療法士会会員のみご参加頂けます。
それ以外の方は日本基礎理学療法学術大会からご参加ください。
【プログラム（予定）】
○講演 肩関節 新井 隆三先生（京都大学医学部整形外科）
足関節 未定
膝関節 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）
股関節 木下 一雄先生（東京慈恵医科大学付属柏病院）
体幹

青木 一治先生（名古屋学院大学リハビリテーション学部）

演題募集、講演内容等の詳細は下記 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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広報部からのお知らせ

アンケートのご協力をお願いします
普段、NOW 読んでますか？
より会員の皆様にとって有益な広報誌作るため、広報誌NOWの発刊方法や掲載内容について、会員の皆様からの声
をお伺いして反映させたいと考えています。
つきましては、下記URLまたはQRコードからアンケートにご協力をお願いいたします。
１人でも多くの方からのご回答をお待ちしております。
URL：https://goo.gl/forms/4It7UCe03gFYmUcG3
所要時間：３分程度

回答期限：平成 30 年 8 月 15 日
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