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新年のごあいさつ
京都府理学療法士会会長

並河

茂

あけましておめでとうございます。
士会員の皆様はじめ、多くの方々のおかげで本年も無事新しい年を迎えることができました。但
し今この業界は非常に厳しい局面に直面していると思います。ご承知の通り本年は診療報酬と介護
報酬の同時改定の年でありますが、今のところあまり良いニュースが流れてきません。厳しい現実
のみが続く感じです。我々の仕事は職域の拡大はされてきましたが、安定ということを考えると大
きな問題を抱えています。日本理学療法士協会の動きを見てもらえばわかりますが、協会は平成30
年度の重点課題に①理学療法士の質の向上（生涯学習システムの再構築・他団体との研修会共同事
業化・学術研修大会の活性化・学会分散化の効果検証・理学療法学科実態検証）、②理学療法士の
職域維持拡大、③国際活動の強化、④組織力の強化（士会組織力の強化・会館建設の推進・社会的
事業の推進）以上を上げて活動しようとしています。
京都府理学療法士会としては、まず士会組織力強化が大きな課題となるでしょう。日本理学療法
士協会がこれだけ多くの会員を抱える団体となった今、これからは質の向上と組織力の強化の時代
です。都道府県士会はまず自らの組織を見直して、会長はじめ理事の役割を変えていく必要が出て
きていると考えます。また昨年京都府リハビリテーション三療法士会協議会をつくりましたように、
リハビリ職としての活動が地域包括ケアシステムの構築や日常生活支援総合事業を推進していく上
で大切なものになってきます。
またご存知のように教育についても履修単位数が93単位から101単位になり、教員の研修制度がは
じまり、実習指導者も研修を受ける制度に変わるということが言われています。
本年は京都府理学療法士会も大きな転換の年になることでしょう。
会費は前納制になります。協会は代議員選挙の年です。当士会も4月に会長・理事の選挙が行われ
ます。京都府も知事が変わられるように、我が士会も転換期を迎えようとしています。まずは会員
の皆様が活動しやすい士会を作り上げて、地道にひとつずつ、目の前のできることから取り組んで
いくようにしなければなりません。また士会創立50周年もそこに迫っています。近畿理学療法学術
大会の開催も同様です。大きな課題を抱えつつ、本年も活動をしていきます。どうか皆様本年も宜
しくお願いします。
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京都府保健医療功労者を受賞して
大城 春美
（介護老人保健施設 おおみや葵の郷）
過日、平成29年度京都府保健医療功労者を府士会の推薦により頂きました。大変ありがとうございました。
推薦いただきました会長、理事の皆さまに感謝申し上げます。
還暦になる大勢の方に混じってかと思って軽くハイ、と返事していたのですがまさかあのような会場で一人
ずつ表彰されるとは思っていませんでした。医師、看護師さんの中に混じってリハ職は一人でした。場所に
行ってみて何で私？という気持ちのまま今に至っていますが、京都に来てからの30年を色々思い返す事にしま
した。
1987年に右京病院（現京都民医連中央病院）に就職しました。大阪士会からの移籍ですが出身は京都府です。
前院に京都からリハ研修に来られていた先生が声をかけてくださったのがきっかけです。そのころ京都市では
障害者、高齢者の住宅相談事業発足の話がありました。好奇心と不慣れな京都の事情が分かる、自院の患者さ
んの利益にもなるかと思い参加しました。住まいは人権といった先進的な取り組みの学習や京都府の各市町村
が独自制度的に行っている横出し事業などの調査も取り組んでいます。様々な事を学ぶ大変貴重な経験が出来
ました。2011年まで20年ほど相談員をしていました。PT府士会の事務局のお手伝いと理事会参加など合わせて
数年経験させていただきました。病院は急性期と回復期や包括、緩和と様々なリハ展開が必要となり同時進行
的に職場内業務を疾患別に分担し役責集団の育成、新人採用や院内リハ職研修プログラムの作成に多くの論議
を重ねてきました。また地域に根づく病院としての役割も重要です。医療懇談会や、連続講座、ボランテア養
成講座など地域のニーズに応じ、さらに啓発の意味での活動に職場全体で参加してきました。
日々の業務に追われる中でもリハ活動が定着しリハの認識が共有され地域の健康、保健への意識が高まると
思っています。これからも様々な形でリハビリテーションに関わって行きたいと思っています。理事の皆さま
の日頃のご尽力ありがとうございます。若い会員の皆さんにもぜひ士会活動に参加していただきますよう願っ
ています。
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◀事務局からのお知らせ▶
●財務部●
★Ｈ29年度の会費納入はお済みですか？★
今年度会費未納の方が現在172名、うち2年未納者が29名おられます。（11月30日現在）
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。
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、昨年度会費をまだお支払いいただいてい
ない会員の方は、大至急下記口座へ会費を納入して下さい。
【納入金額】
・継続会費

：１９，０００円

・新人会費（2016年以前に免許取得の方） ：２４，０００円
・ 〃

（2017年に免許取得の方）

：１８，０００円

※免許取得年度に入会された場合のみ、協会費の割引が適応され、金額が変わります。
【振込先口座】
銀行振込の場合
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
郵便振替の場合（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。
★前納制について★
2018年度より、事業年度が開始する4月1日以前に、当該年度の会費を納入いただく『前納制』の運用がス
タートいたします。
2018年度の年会費納入期限は2018年3月31日となります。
楽天カード・口座振替の方は2018年3月27日引落です。口座の残高にご注意ください。
2018年度からは期限までに2018年度分の会費を納入いただけなかった場合は、翌日4月1日より会員権利全面
停止となり、6月末日までに会費納入または休会・退会申請手続きが確認できない場合、会員資格喪失により退
会の手続きが実施されます。
退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復会はできません。再度在籍を希望される際は、入会手続き、
新人教育プログラムの再履修等が必要です。
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★前納制の運用の開始にあたり、以下に該当される方は特にご注意ください。★
＜2018年4月以降の異動が決定した方＞
（特に県外へ異動される方）
2018/1/1以降、協会マイページよりお早めに異動申請をお手続きください。
（2/20までに申請された方は異動先の士会所属としてご請求します。士会費は都道府県によって異なります。
）
＜新たに2018年度に休会・復会・退会を希望される方＞
2018/1/1～2/20 に協会マイページよりお手続きをお願いします。
（2/21～3/31の手続きは、年会費引落後に返金となる場合がございます。ご注意ください。）
＜2018年度も引き続き継続して休会を希望される方＞
2018年3月31日までに協会マイページより休会継続のお手続きをお願いいたします。
＜現金振込でお支払されている方＞
例年、未納者の会員には協会からの通知に加え、京都士会財務部から電話での督促を行なっておりましたが、
猶予期間が短く士会財務部からの督促も行えないことが予想されます。
未納退会とならない様に今年度中に楽天クレジットへの加入または自動振替への申し込みを早急に行ってく
ださい。（11月30日現在での楽天クレジット・自動振替未申込者：780名）
特に現在平成28年度及び29年度の会費を滞納されている会員の方は早急に協会からの振込用紙にての入金か
楽天クレジットかニコス自動振替の申し込みをして頂きますようお願いいたします。
楽天クレジットの申し込み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。
自動振替による会費の納入をご希望の方は士会事務局までメール（kpta.jimu@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、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。口座の残高不足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。
【お問い合わせ先】
・自動振替申し込みについて
事務局 E-mail: kpta.jimu@gmail.com 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）
TEL：075-461-8800（内線159）FAX：075-461-5514
※前納制については、日本理学療法士協会ＨＰ（http://www.japanpt.or.jp/）に詳細を掲載しておりますの
でご確認ください。
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◀社会局からのお知らせ▶
●保険部●
保険部 平成29年度 第２回研修会
テ ー マ：『平成30年 診療報酬・介護報酬同時改定 研修会』
日

時：平成30年３月18日（日）９：30～13：00（受付開始９：00～）

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：200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
締め切り：定員になり次第又は平成30年３月３日（土）
受

付：会員証にて対応となります。お忘れの無いようにお願いします。

生涯学習ポイント：教育管理理学療法専門分野（臨床教育、管理運営、学校教育）
司会：中本 隆幸
田後 裕之
講師 日本理学療法士協会 副会長

森本 榮

先生

日本理学療法士協会 事務局 職能課 吉倉 孝則 先生
講演会の予定内容
講演１：診療報酬改定について（仮） 講師：ＰＴ協会
講演２：介護報酬改定について（仮） 講師：ＰＴ協会
講演３：改定にむけた日本理学療法士協会の取り組みについて（仮） 講師：ＰＴ協会
シンポジウム・質疑応答（予定）
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。
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30年１月15日（月）～平成30年３月３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：当日は質疑応答の時間がとれませんので、ご質問がある場合は、上記アドレスに申し込みをさ
れる際に記載をして頂ければと思います。宜しくお願い致します。
多数のご参加を社会局 保険部一同お待ち致しております。
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●業務推進部●

１．在宅ケアネットワークミーティングを開催しました
日
 時：平成29年11月4日（土）
会場：京都医健専門学校 参加者：17名
①「ネットワークミーティングをコーディネートして」
業務推進部 副部長 鶴谷 啓明
（メディケアリハビリ訪問看護ステーション京都）
知花さんの発表では症例を交えて、療法士として在宅での活
動量を上げる工夫を他職種連携や環境設定を通して実践報告を
して頂きました。直接的な関わりと間接的な関わりについて話
していただき、人工透析をされている方にたいして、運動強度
に関してデータを用いて報告していただきました。
青山さんの発表においては通所施設での活動量の向上につい
て症例を交えて話していただきました。身体的・精神的・社会
的なアプローチを事例と実践を交えた内容であり、いかにして
対象者の意欲を引き出し評価・アプローチを行っていく大切さ
を話していただきました。
話題提供の後は、2グループに分かれ意見交換を行いました。意見交換に関しては話題提供して頂いた2人を
中心に、積極的な意見交換を行いました。内容として、日頃の臨床での困りごとを共有して話しました。コ
ミュニケーションに関しては、いかにして医師やケアマネジャーなどとの連携を図ったらいいかが話題にあが
りました。ニーズや対象者のモチベーションを上げる関わりなどをディスカッションし、つながりを持つ事で
課題の共有が出来る事が気づきとなりました。来年度も開催したいと考えていますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
②「ネットワークミーティングに参加して」
伊根町役場 小牧 有貴
今回のネットワークミーティングでは「内部障害の方へのフレイル予防」をテーマに、知花さん、青山さん
の症例を交えて、在宅における活動量確保のためのアプローチ方法を学ぶ事ができました。
在宅で生活を続けていくためにはフレイルの予防や活動量を確保することは重要な事です。フレイル予防に
は身体的なフレイルだけでなく、こころ・認知のフレイルや社会性のフレイル予防も重要であるため、多職種
の連携が大切であると感じました。その中で理学療法士として直接的なアプローチだけでなく、間接的なアプ
ローチも含めた活動量確保のためのアプローチ方法を今回の症例の中で学ぶ事が出来ました。
また、後半はグループワークで他の参加者の方と交流をすることが出来ました。普段の業務で難しく感じて
いる事に対して、他の参加者の意見を聞くことができ、今後の業務の参考にもなりました。在宅に関わる理学
療法士は職場にセラピストが少ないため、相談できる機会も少ないのが現状です。今回のように意見交換や情
報共有し合える場をまた作っていただきたいです。出来れば北部でもネットワークミーティングを開催してい
ただきたいと思いました。
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２．小児ネットワークミーティング開催をしました
日時：平成29年11月23日（木・祝） 会場：京都大学宇治おうばくプラザ 参加者：22名
「小児ネットワークミーティングに参加して」
京都府立こども発達支援センター 松平 美幸
今回は、京都府南部における放課後等デイサービスがテーマで、放課後等デイサービス『からふる乙訓』の
神谷さんと、『同胞の家ひかり』の田中さん、高森さんの講演を拝聴しました。講演後の懇親会にも参加させ
て頂きました。
まず、神谷さんの講演では、放課後等デイサービスを新設するにあたってのご苦労や力を入れた点、人員配
置基準など基本的な項目について、多岐に渡ってご講義いただきました。理念として掲げられている『どんな
に重い障がいがあっても、地元で豊かな人生を送れるよう多彩な選択肢を提供する』という点において、乙訓
地域では就学前などに対象児のサービス関係者の方々を招集して会議を行っておられることからも伺えるよう、
『地域でのつながり』に重きをおかれていることがわかりました。ご利用者数はまだ少ないということですが、
ご利用者さん一人一人に合わせた取り組みを行えるよう、身近なものを工夫して手立てにしたり、地域に出て
屋外の風を感じたりと、少人数ならではの活動をされているようでした。利用児一人一人の将来を考えた施設
づくりに奔走されている姿は、通園施設や外来でのセラピーを
行っている当センターで働いている私にとってはとても刺激的
であり、センターを卒園・卒業されていく利用児のことを考え
る上で視野を拡げられる良い機会になりました。
『同胞の家ひかり』の田中さん、高森さんの講演では、ひか
りに通われている利用者さんの様子とともに、デイサービスの
流れや活動内容などをご紹介して下さりました。ひかりと当セ
ンターを利用されている利用児さんは多いため、当センターに
通われている児がひかりを楽しく利用されている様子を見るこ
とができる、良い機会でした。また、ひかりらしい取り組みを
行いながらも姿勢介助等のアプローチを行われていたため、PT
としての狙いを組み合わせて

ひとつの活動にしていくところ

が魅力的でした。
私は講演後の懇親会にも参加できたので、その場でも小児や
それ以外の分野で働かれている方々と密に話をすることができ
ました。その中でもやはり他機関との連携についての難しさの
話題がありましたが、他施設の方と顔が見えるお付き合いがで
きたことにより、共通の利用児さんや業務上の困りごとなどに
対し、情報交換や相談をしやすくなりそうな気がしました。
※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、情報交換を行えたらと思っておりますので、
ぜひご登録下さい。いずれもkyotoptg@gmail.comまで、件名にネットワーク名を記入して頂き、氏名、
所属を明記の上、お申込み下さいますよう、よろしくお願い致します。
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◀委員会からのお知らせ▶
●災害対策委員会●
第3回 災害医療研修会の開催について
今年度８月に京都府理学療法士会として無事に第２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３回目を開催することが決定しました。
内容としては、外部講師を招待し、実際の活動や発災時に我々セラピストに求められることをご教授いただ
こうと思っております。詳細につきましては、確定次第、ホームページに掲載いたしますので、もうしばらく
お待ちください。
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30年2月11日（日）13時半～17時（予定）
17時30分～懇親会を開催予定
場 所：京都テルサ研修室
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：3000円程度
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
第７回ＪＩＭＴＥＦ災害医療研修（アドバンスコース）参加報告
災害対策委員 伊藤 昇平（京都回生病院）
平成29年11月11日、12日に国際医療技術財団（ＪＩＭＴＥＦ）の主催する災害医療研修に行ってまいりました。
以前、ベーシックコースを受けた際は、災害の基本や支援する立場、他職種連携、避難所の運営など学びま
した。今回は更に支援を受ける（受援）立場、本部運営方法などを学び、より知識を深めることができました。
本部運営の研修では、情報収集、情報の取りまとめ、指示命令がいかに難しいか体験でき、支援に行く事と
違った受援側の苦労を知ることができました。
今回もベーシックコース同様、他職種によるグループワークに多くの時間を割いており、理学療法士と違っ
た、いろいろな視点からの災害対策を知ることが出来ました。
日頃の備えをしっかりと行い、有事の際には支援、受援のどちらの立場であっても、少しでも混乱が回避で
きスムーズな対応が、皆様と繰り返し訓練をしていく必要があると感じました。

−9−

平成30年１月15日

京都府理学療法士会ニュース

№275

●認知症対策委員会●
拝啓 初春の候、会員の皆様に於かれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
今年度、新たに認知症対策委員会を発足し、この会の委員長を拝命いたしました丹後中央病院

リハビリ

テーション部の東小百合と申します。この委員会は、岡野 光朗PT（京丹後市福祉施設やさか老人保健施設ふ
くじゅ）、小牧

有貴PT（伊根町

地域包括支援係）、志水

保健福祉課

地域包括支援係）、中西

早苗PT（伊根町

保健福祉課

美智也PT（丹後中央病院）と私の合計5名で運営を行っています。幾分理学療法士

としてもこれから開拓していく分野でありますので、会員の皆様の声を伺いながら、委員会として運営して参
りたいと思っています。会員の皆様のご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い致します。
敬具
認知症対策委員長 東 小百合（丹後中央病院）
認知症対策委員会 第1回勉強会
日

時：平成30年2月23日（金）18：30～20：30

会

場：丹後中央病院 ふたばホール

参 加 費：無料
テ ー マ：講演「リハビリテーションに役立つ認知症の医学的理解」
グループワーク「認知症の人の対応の仕方の視点を増やそう！」
講

師：精神科医 成本迅先生（京都府立医科大）

申込方法：kyotopt.nti@gmail.com
件
 名を『第1回勉強会申込』とし、氏名・所属・会員番号・メールアドレス・携帯番号を上記メール
アドレスまで送信してください。受付完了メールを送らせていただきますので、受信設定をお願い
します。申込から1週間経過しても受付完了メールが届かない場合は下記までお問い合わせください。
申込締切：平成30年2月19日（月）まで
認知症対策委員会 第2回勉強会
日

時：平成30年3月16日（金）18：30～20：30

会

場：丹後中央病院 ふたばホール

参 加 費：無料
テ ー マ：講演「他職種連携に役立つ認知症の治療と意思決定支援」
グループワーク「これからの自分達に出来ること」
講

師：精神科医 成本迅先生（京都府立医科大）

申込方法：kyotopt.nti@gmail.com
件
 名を『第2回勉強会申込』とし、氏名・所属・会員番号・メールアドレス・携帯番号を上記メール
アドレスまで送信してください。受付完了メールを送らせていただきますので、受信設定をお願い
します。申込から1週間経過しても受付完了メールが届かない場合は下記までお問い合わせください。
申込締切：平成30年3月12日（月）まで
【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（平日9時～17時）
TEL 075-741-6017

FAX 075-741-6018

E-mail kpta.jimu@gmail.com（申込のアドレスとは異なりますのでご注意下さい。）
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公益社団法人 日本理学療法士協会 選挙管理委員会より

代議員選挙実施のお知らせ
公益社団法人 日本理学療法士協会代議員の任期満了を迎えるにあたり、平成30年1月から3月の間に代議員選
挙が行われます。
詳細はホームページ掲載の告示および実施要綱をご確認ください。
今後の、協会を運営する上で重要な選挙になります。棄権をしないようお願いいたします。
【注意事項】
※選挙権、被選挙権は、12月18日時点で所属している都道府県士会にて有します。
※会費の前納制により、2018年度年会費は、2019年3月末までに納入ください。
会費未納の場合、2019年4月より会員資格が停止となり代議員資格を喪失します。
※立候補及び投票には、マイページのID・パスワードが必要になります。ID・パスワードを紛失された場合
は、お早めに再発行をお願いします。
－＊－＊－＊－＊－＊－

平成30・31年度役員選挙のお知らせ
平成30・31年度の役員選挙が平成29年度京都府理学療法士会総会時に行われます。
京都府理学療法士会の理事（会長を含む）と監事を決定する選挙です。
告示は平成30年2月1日を予定しています。士会ホームページに告示を掲載いたしますのでみなさま確認をお
願い致します。
－＊－＊－＊－＊－＊－

平成29年度総会のお知らせ
下記の通り、平成29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30年4月15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号出入り口）から東へ徒歩５分)
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一般社団法人京都府理学療法士会
日程

時間

9月28日
終了

19：00～
20：30

10月18日
終了

テーマ
臨床実習指導方法論

18：45
クリニカルリーズニング
〜19：45
20：00
〜21：00

平成29年度学術局研修会予定

講師

E-1

建内宏重先生
（京都大学大学院医学研究科）

B-2

生涯学習と理学療法の専 宮坂淳介先生
門領域
（京都大学医学部附属病院）

11月5日
終了

『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
13：30～
生活復帰に向けて」
16：30
「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～」
9：00～
12：00

新プロ単位

麻田博之先生
（蘇生会総合病院）

9：00～ 「拘縮の科学 －メカニズム
沖田 実先生
（長崎大学）
12：00 と治療戦略－」
10月29日
終了

№275

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）

極める。股・膝関節機能障 加藤 浩先生
害の理学療法
（九州看護福祉大学）

専門領域

D-2
C-2

場所

担当

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

基礎・運動器

C-5

生活支援

C-2

基礎・運動器

市立福知山市民病院
北部研修部

理学療法を生かす褥瘡ケ
13：30～
杉元雅晴先生
ア〜創のみかたから治療・
15：00
（神戸学院大学）
予防指導まで〜

C-4

市立福知山市民病院

11月22日
終了

19：00～
20：30

統計方法論

B-3

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

12月3日
終了

9：00～
17：00

第28回京都府理学療法士
学会

京都橘大学

学会部

9：45
〜10：45

社会の中の理学療法

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

12月17日
終了

11：00
コーチングとティーチング
〜12：00
13：00～
14：30

堀江 淳先生
（京都橘大学）
学会長
堀江 淳先生
（京都橘大学）
小寺翔馬先生
（蘇生会総合病院）

D-1

麻田博之先生
（蘇生会総合病院）

E-2

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）

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）

C-2
C-4

1月20日
21日

13：00～18：40
9：00～17：10

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）
の理論と実際」

C-2

1月28日

10：00～
16：00

糖尿病理学療法戦略と実 野村卓生先生
践
（関西福祉科学大学）

C-3

基礎・内部

＊最新情報及び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

編 集 後 記
あらためて会員の皆様、
あけましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願いいたします。
1 月 15 日は小正月です。元来、1 日の元旦より 15 日の小正月の方が重んじられ、このお祀りごとを大
切にしてきたと、もう 40 年近くも前に亡くなった祖母が話してくれていました。上弦の月夜 7 日の七
草粥で始まり、
15 日は小豆正月、
以前和菓子屋さんだった祖父がおくどはんで小豆を炊いてくれました。
なぜ、七草をいただくのか、お正月には門松を立てたり、しめ縄をしたりするのか、ちゃ～んと意
味があるのだと祖母にならいました。そんな昔々も大事にしながら、会員の皆様それぞれの一年が素
敵な一年になりますように。

（広報部部長 東 佐登美）
－おことわり－
都合により「理事会議事録」・「会長行動記」は掲載いたしませんのでH Pをご覧ください。また「T e a
Break」・「職場以外の活動」は来月号に掲載する予定です。
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