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繋がる、広がる
社会局 業務推進部 江平 知子
10月も半ば、秋たけなわです。実りの秋、スポーツの秋、読書の秋、秋はさまざまなことに取り組むのに良
い季節です。みなさんはどんな秋をお過ごしですか？
秋は、学びの季節でもあります。全国研修会をはじめとして、様々な研修会や、勉強会、学会などが開かれ
ています。京都府理学療法士会でも、学術局を中心に様々な研修会が開催されています。私たち理学療法士の
置かれている医療の世界は、日進月歩、常に新しいことを学び続けないといけません。臨床家として、そして、
人と関わるものとして常に自分のスキルを高めることが必要となります。
でも、仕事をしていく中で、悩んだり、立ち止まったり、することはありませんか？自分の職場に相談でき
る人もいるでしょう。学生時代の仲間が話を聞いてくれることもあるでしょう。でも、自分と同じ立場、同じ
立場にいる方々と話すことで、共有できる悩みや、必要な情報交換ができると思いませんか？
業務推進部では、理学療法を行う上での『横のつながり』を広げていきたいと思っています。前号でもお伝
えさせていただいておりますが、現在管理職、小児、在宅をキーワードとしたネットワークを作っており、そ
れぞれを対象としたミーティングを行っております。そこでは、「人の話を聞く学び」の場ではありますが、
同時に、悩みや、経験を「自分から発信して情報交換する」場でもあります。このミーティングで『顔の見え
る関係』を作ることで、自分自身も、また、仕事や患者さんに関することも世界が広がっていくことと思いま
す。
話はかわりますが、秋は、台風の訪れる災害の季節でもあります。台風の発生や到来は8月がピークですが、
大型化して勢力を増して日本へ上陸するコースをとるのは9月です。近年、自然災害のニュースが多く聞かれま
す。地震もあちらこちらで起きていますが、身近で多く聞かれるのは、水害です。一昔前は、水害は、都市が
コンクリート化してしまったために雨水が地面に吸い込まれることがなく、自然の循環を妨げているから起き
ていると言われていたこともありました。現在もそのような状況にあるところも有りますが、それよりも、地
球温暖化による雨雲や台風の脅威的な発達によるものが多いと言われています。
京都でも、平成24年8月13日・14日に発生した京都府南部地域豪雨災害はみなさんの記憶にあると思います。
いつどこで災害が発生するかわかりません。みなさんの備えは万全ですか？
災害が起きてしまった後に、理学療法士が関わる場面があります。2011年の東日本大震災を機にJRAT（大
規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）が設立されています。
人がいるところ理学療法士が求められる場面は必ずあります。私たちの職域も広がっています。でも、理学
療法士としての繋がりを持って身近な顔の見える関係を大事にしていきたいと思います。
みなさんも、このような方々との繋がりが欲しいという希望のある方は、ぜひお聞かせ下さい。
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会 長 行 動 記
６月１日 在宅医療小委員会（ホテルグランヴィア京都）

７月21日 京都府リハビリテーション三療法士会協議会

６月３日 日本理学療法士協会総会＆懇親会

会議（京都市リハビリ推進センター）

（ベルサール汐留）

７月24日 災害対策委員会（カフェ鴨川）

６月４日 日本理学療法士協会総会（ベルサール汐留）

７月25日 京都府訪問リハビリテーション実務者研修会

６月６日 京都府訪問リハビリテーション実務者研修会
実行委員会（カフェ鴨川）

実行委員会（カフェ鴨川）
７月26日 第３回理事会（事務所）

６月８日 佐藤・阪東氏とシルバー体操についての話し
合い（カフェ鴨川）

７月27日 就業フェア会議（リハビリ推進センター）
７月28日 介護予防事業推進のための話（松下氏）

６月10日 近畿ブロック会議（新大丸ビル）

（ラクセーヌ）

６月11日 京都府柔道整復師会懇親会（京都ホテルオー
クラ）


８月１日 医療的ケア 口腔ケア実践講習会

６月17日 京都府保険医協会と三療法士会 懇談会（保
険医協会事務所）

（京都府医師会館）
８月３日 地域包括推進部会議（依岡事務局長同席）

６月19日 就業フェア会議（リハビリ推進センター）

８月５日 近畿ブロック会議（新大丸ビル）

６月20日 災害対策委員会（カフェ鴨川）

８月６日 就業フェア（みやこめっせ）

６月22日 CBR世話人会（府立医大）

８月21日 地域連携パス運営会議（京都府医師会館）

６月26日 京都府リハビリテーション三療法士会協議会
会議（京都市リハビリ推進センター）

災害対策委員会（カフェ鴨川）
８月24日 京都府リハビリテーション三療法士会協議会

６月29日 京都医健学校関係者評価委員会

会議（京都市リハビリ推進センター）



８月27日 災害対策研修会（京都テルサ）

７月16日 京都府医師会新執行部披露パーティー（ホテ

８月30日 京都府医療介護確保基金事業検討会議）

ルグランヴィア京都）

（京都ガーデンパレス（麻田理事同席））

７月17日 理学療法週間 府民公開講座（中京いきいき
市民活動センター）

京都府訪問リハビリテーション実務者研修会
委員と京都訪問リハビリテーション研究会と

７月18日 京都府医療推進協議会 実行委員会

の話し合い（カフェ鴨川）

（京都府医師会館）
７月19日 第２回三役会（事務所）
７月20日 第１回在宅小委員会（京都府医師会館）
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講師派遣依頼（同上）N o.10講師依頼（小児ネット

平成29年度第2回理事会議事録

ワークミーティング）No.11兼業依頼・兼業許可申請

日 時：2017年5月24日（水）19：00～

（生涯学習部第3回研修会）N o.12講演依頼（新人必

場 所：士会事務所

須初期研修会）No.13講師派遣依頼（同上）

出 席：並 河・市 橋・依 岡・布 川・苅 谷・中 本・

2．今年度の新入会員：316名の予定（うち292名は入

麻田・池添・石井・江平・黒木・島・

会申請済み）

関・西村・堀江・伊藤 （書記：南角）
欠 席：今井

【財務部】来年度より会費が前納制となる旨の報告
があった。

≪報告事項≫
１．会長報告

【生涯学習部】研修会講師名の誤記載とそれに対す

4月18日災害対策委員会、4月21日就業フェア実行

る今後の対策について報告があった

員会、4月24日京都地域包括ケア推進機構第7回総会、
4月26日老人福祉施設協議会懇親会、4月28日京都府

3．各委員会報告、その他

リハビリテーション三療法士会協議会会議、5月15日

・協 会指定管理者研修会（初級）が5/21（日）に開

地域連携パス運営会議、5月17日第1回三役会、5月20
日日本理学療法士協会総会、5月21日J C O R E研修会、

催され、12名の参加があった。
・災害対策委員会JIMTEFの研修会に2名派遣予定で

5月23日就業フェア実行員会

ある。
・リハビリテーション就業フェアの報告

2．各部報告

・京 都府リハビリテーション三療法士会協議会のメ

【事務局】

ンバーについて

1．京都府基金事業（平成28年度回復期～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

≪討議事項≫

ための研修事業に対する補助金）のH28年度決済に

1．平成29年度京都府補助金事業申請書について審議

ついて報告があった。

され、修正後に提出することとなった。

2．H29年度京都府北部リハビリテーション専門職技
術向上研修会の委託事業の申請を行っている。

2．定款について：定款の第15条の決議の変更につい
て検討され、次回の理事会でも引き続き定款の変更
について検討していくこととなった。

【総務部】

3．認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML

1．公文書発行

からの支援依頼があり、審議の結果、団体賛助会員

N o.1後援名義使用許可（第19回日本認知症グルー

として支援することが承認された。

プホーム大会）N o.2講演・原稿執筆依頼（新人発表

4．都道府県理学療法士会事務局職員研修会：平成29

部第2回研修会）N o.3講師派遣依頼（同上）N o.4講

年7月22日～23日に開催される予定で、事務職員の

演・原稿執筆依頼（新人発表部第1回研修会）No.5

井上氏が参加することが承認された。

講師派遣依頼（同上）N o.6

北部リハビリテーショ

ン専門職技術向上研修会申請書類N o.7

後援名義使

用許可（SKYふれあいフェスティバル2017）No.8

5．講師謝金の源泉徴収について：来年度から各部で
予算をたてる際、講師謝金は講師に支払いする額
（源泉徴収税を差し引く前の総額＝領収書の金額）

講演・原稿執筆依頼（生涯学習部第2回研修会）No.9
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で予算立てすることとなった。また、今年度の講師

9．公益事業部における理学療法の日（７月17日）全

謝金・交通費・宿泊費の支払い業務は事務員と講師

国統一キャンペーン事業について審議され、一部内

でやりとりすることとし、原則は口座振込で支払う

容を修正して開催することが決定した。

こととなった。

10．社会局の研修会の講師謝金について審議され、

6．来年度からの会費の支払いの方法について：前納
制に切り替わることから士会の口座（三菱東京UFJ

承認された。
11．平成29年度の各部の部員の追加・変更について

銀行・ゆうちょ振替口座）への会費の振り込みを廃
止することとなった。これに伴い施設払いも廃止す

承認された。
12．平成29年度災害対策委員会：委員として伊藤昇

ることとなった。

平氏（京都回生病院）と藤井正宣氏（京都大原記

7．士会ホームページへの掲載依頼の流れについて：

念病院）が承認された。

事業計画に記載されている内容やルーティンなもの

13．平成29年度表彰審査委員会：委員長に池添冬芽

は、担当理事から広報部理事・部長（島・東）宛

理事、委員に大島洋平氏（京都大学医学部附属病

（C Cに事務員）に掲載依頼のメールを送信して依

院）と西川徹氏（京都大学医学部附属病院）が承

頼することとなった。また、新規の内容やすでに掲

認された。

載したものの変更については担当理事から局長・副

14．平成29年度選挙管理委員会：委員長に中川朋子

局長・広報部理事・部長宛（C Cに会長・事務局

氏（洛和会音羽病院）委員に岡徹氏（京都警察病

長・事務員）に掲載依頼のメールを送信して依頼す

院）と山元顕太氏（京都府健康福祉部リハビリ

ることとなった。

テーション支援センター）が承認された。

8．新人教育部研修会の追加実施について：新人教育

15．ブレーントラスト会議の食支援P a r tの委員とし

プログラムの単位変更の経緯について説明があり、
新人教育部の研修会を追加実施することが承認され
た。
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〈生涯学習部〉

平成29年度第3回理事会議事録

第1回研修会：参加者181名、第２回研修会：参加

日 時：2017年7月26日（水）19：00～

者119名で、当日連絡なしのキャンセルがそれぞれ12

場 所：士会事務所

名、20名あった

出 席：並 河・市橋・依岡・布川・苅谷・中本・麻

〈学会部〉

田・池添・江平・石井・黒木・島・関・西
村・堀江・今井・吉岡（書記）

第28回京都府理学療法士学会の進捗状況報告：送
迎バスを運行予定、託児ブースを設置予定

欠 席：伊藤
【社会局】
≪報告事項≫

〈業務推進部〉

１．会長報告

・小児ネットワークミーティング： 6月24日（参加者

日本理学療法協会総会、災害対策委員会、京都府
リハビリテーション三療法士会協議会会議、京都府

37名）、7月23日（参加者16名）に開催した
・管理職ネットワークミーティング：平成30年1月14

訪問リハビリテーション実務者研修会実行委員会等
の出席報告

日開催予定
〈公益事業部〉
・理 学療法川柳、シルバーリハビリ体操市民講座

２．各部局より

（参加者20名）、介助教室の報告

【事務局】

・シルバーリハビリ体操市民講座における保険加入

・京 都市健康長寿産業創出プロジェクトへの支援・

について

協力依頼について：依岡理事・麻田理事が会議出

〈保険部〉

席予定

第2回研修会：「平成30年診療報酬・介護報酬同時

・平成29年度都道府県理学療法士会事務局長会議へ
の提出要望書について

改定（仮）」平成30年3月18日開催
【ポイント】１０ポイント（士会主催）

〈総務部〉

【領 域】臨床教育／管理運営の予定

公文書発行（No.14 ～No.36）
〈財務部〉

〈地域包括ケア推進部〉

会員数：2561名（うち新入会員：313名）

士会員対象にアンケートを実施（8月10日締切り）

士会費納入状況：未納者284名（うち2年未納者31名）
〈広報部〉

【その他】

NOWの来年度からのリニューアルに向けて内容の

〈指定管理者研修委員会〉

検討を進めている

6月11日に開催された「協会指定管理者ネットワー
ク拡大に向けた中央研修会」報告（堀江理事）

【学術局】

〈京都府リハビリテーション就業フェア実行委員会〉

〈新人教育部〉

7月26日現在67ブース出展予定

平成29年度追加研修会を平成29年10月19日（水）

〈第52回京都病院学会実行委員会〉

および平成29年12月17日（日）に開催

６月11日に開催された第52回京都病院学会の報告

〈北部研修部〉

（中本理事）

第1回北部研修会：平成29年７月２日、参加者89名

〈ブレーントラスト会議〉
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６．近畿理学療法学術大会の開催について

井理事）の報告

分科学会の開催時期を考慮し、平成31年以降の学

〈京都府リハビリテーション三療法士会協議会〉

会は5～6月での開催が基本となるが、京都士会が担

京都府リハビリテーション三療法士会協議会会則

当となる平成31年度は５月開催とすると前回大会開

の報告

催から４ヶ月の期間しかないことから、平成32年5～

〈近畿ブロック会議〉

6月に開催することを８月の近畿ブロック会議で提案

士会長・事務局長会議、学術局長会議、社会局長
会議の報告

することとなった。
７．京都府リハビリテーション三療法士会協議会：

〈その他、推薦派遣〉

H29年度京都府リハビリテーション専門職地域人材

・社団法人京都府介護支援専門員会の特任理事に依

養成・派遣支援事業に対する補助金交付申請につ

岡副会長を派遣する

いて

・京 都府高齢者サービス調整会議に麻田理事を派遣
する。

内容はベーシック・アドバンス研修の受講を中心
とした人材養成事業であるため、地域包括ケア推進
リーダー研修会・介護予防推進リーダー研修会との

≪討議事項≫

調整が必要である。

１．第4回日本サルコペニア・フレイル学会大会なら

８．SKYフェスティバルの参加について

びに市民講座の後援依頼について承認された

平成29年9月16・17日開催、リハビリコーナーでの

２．研修会の単位の変更についての経緯及び今後の
研修会の追加実施について：FAX送信やHP掲載で

スタッフを公募する
９．第2回災害医療研修会（平成29年８月27日開催）

周知済み

に各部局より3名ずつ参加を要請する

３．公益事業部より：府民公開講座について、講師
謝礼・交通費およびポスターの確認を行った

【今後の予定】・・いずれも場所は士会事務所

４．表彰審査委員会より：京都府保健医療功労者等

第3回三役会：平成29年9月6日 （水）19：00～

表彰の候補者について、大城春美氏を京都府士会

第4回理事会：平成29年9月13日（水）19：00～

より推薦することが承認された

第4回三役会：平成29年11月8日 （水）19：00～

５．第6回日本地域理学療法学会学術大会（学術大会
長：池添理事）

第5回三役会：平成29年12月7日 （木）19：00～
＊12月6日より日程変更

池添理事より第6回日本地域理学療法学会学術大会

第5回理事会：平成29年12月13日（水）19：00～

が平成31年京都で開催されるにあたって、京都学会

第6回三役会：平成30年1月17日 （水）19：00～

の同時開催や士会での広報、スタッフの確保等につ

第6回理事会：平成30年1月24日（水）19：00～

いての協力依頼があり、承認された

第7回三役会：平成30年2月14日 （水）19：00～
第7回理事会：平成30年2月21日（水）19：00～
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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 会 長

堀江 淳

準備委員長

窓場 勝之

第28回京都府理学療法士学会のご案内（第３報）
●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
【第28回京都府理学療法士学会事務局からのお知らせ】
１．臨時バス運行のお知らせ
２．食堂営業のお知らせ
３．同時開催企画「キッズスペース」のお知らせ
４．北部地域の皆様へのお知らせ
５．Facebookのお知らせ
○臨時バス運行のお知らせ
臨
 時バス（京都理学療法学会号）をJR山科駅および学会会場（京都橘大学）間の運行を致します（運賃：片
道￥220）。運行のバス時刻表ならびに乗車場所などは、随時学会ＨＰに掲載します。
○食堂営業のお知らせ
昼
 食は大学構内の食堂をご利用いただけます。当日のメニューはうどん等の軽食や当日限定の定食も検討し
ています。詳細は学会ＨＰでご案内致します。
○同時開催企画「寒さに負けるな!キッズスペース」のお知らせ
こ
 の度、第28回京都府理学療法士学会の同時企画として、「寒さに負けるな!キッズスペース」を開催するこ
とになりました。京都橘大学発達教育学部の学生さんを中心に活躍している「げんキッズ応援隊」のお兄さ
ん、お姉さんと一緒に遊んでいただく企画です。室内や体育館で、寒さに負けず元気いっぱいに遊んでもら
う機会を設けました。
お
 子様には、本企画に参加していただき、皆様には、心置きなく学会に参加していただければと思っており
ます。普段、学会や研修会になかなか参加しづらい、お父さん、お母さんＰＴの皆様のご参加をお待ちして
おります。
○北部地域（綾部市、宮津市、京丹後市、船井郡、南丹市、舞鶴市、福知山市、与謝郡、）の皆さまへ
北
 部会員の方に限り、車でお越しになる方の駐車場を確保致しました。当日車で来場されるご予定の北部会
員の方は学会ＨＰより、事前申し込みの受付を致します。詳細は今後掲載されるＨＰでの申し込み方法に
従ってご応募ください。
○Facebookのお知らせ
今後、学会でご講演頂く特別講演、教育講演の先生方の他己紹介を、適時掲載致します。
○学会演題登録は締め切り期限をもって終了致しました。ご応募ありがとうございました。
【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
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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２２３名おられます。（8月31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。
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
普通預金 ００５３７３１
一般社団法人 京都府理学療法士会
・郵便振替（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。
平成３０年度より会費にかかわる重大な変更があります
前回のNOWにて協会からの案内を掲載いたしましたが、30年度より会費関係について大幅な変更が2点あり
ます。
まず、1点は会費の前納制が始まり、平成29年度3月末までに30年度の会費納入が必要となります。
2点目は前納制に伴い、平成30年4月1日時点で会費納入が確認されない方は未納者となり会員資格を失います。
30年6月末までの3ヶ月間に会費の納入がない場合、未納退会となります。
現在は未納退会までの猶予期間が2年以上ありますが、30年度より3カ月間しかない状態となります。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。（8月31日現在での楽天クレジット・自動振替未申込者：６８１名）
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特に現在平成27年度及び28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
クレジット・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。
【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）
〒602-8319 京都市上京区七本松五辻上ル
TEL：075-461-8800（内線159） FAX：075-461-5514
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◀学術局からのお知らせ▶
●新人教育部●
第6回新人教育部研修会
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回新人教育部研修会
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回新人教育部研修会
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
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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/
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回新人教育部研修会
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回新人教育部研修会
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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京都府理学療法士会 平成29年度 第2回新人技術講習会
テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際
日 時：平成30年1月20日（土）～1月21日（日）
1月20日 13：00～18：40（受付 12：30～） 18：50～19：50 懇親会（無料）
1月21日

9：00～17：10 （2日間合計12.5時間）

内 容：本講習会では、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。具体的には、
以下の項目が含まれます。
・触診（肩・股・膝・足関節）
・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際
・関節可動域制限の評価とストレッチングの実際
＊2日間の受講により、新人教育プログラムC-2 1単位が認定されます。
＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。
＊第1回新人技術講習会と同様の内容です。
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）、京都大学大学院生
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
受講費：5,000円
定 員：40名
申込み方法：右記のQRコード、もしくは下記のURLより申し込みフォームにアクセスし、必要
事項をご記入下さい。URL：https://goo.gl/forms/46Umb1HHA7Shty243
応募締め切り：平成29年12月20日（水）
＊応募者多数の場合、抽選になる場合があります。ご了承ください。
＊応募締め切り後、受講可否のご連絡をメールにてさせていただきます。
1月7日を過ぎても受講可否の連絡がメールで届かない場合は、下記にお問い合わせください。
注意事項：
＊同一施設から複数人申し込みをされる場合は、病院のアドレスなど共通のアドレスではなく個人のアドレス
にてお申し込みください。
＊京都府士会に入会されていないと講習会に参加していただくことができません。入金をされていない場合、
入会とは認められませんので、ご注意ください。
＊ご使用の端末の迷惑メール対策により、双方の連絡が行き届かない例が頻発しております。設定を解除して
頂くか、上記メールアドレスの指定受信を行ってください。
＊申し込み後、受付完了のメールを以って申込み手続きが終了となります。申込み後1週間を過ぎても返信がな
い場合は、大変お手数ですが下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先：
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 中尾彩佳
（TEL: 075-751-3935、e-mail: kyoto.shinjin＠gmail.com）
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●生涯学習部●
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）
申込方法：事前申込みが必要です。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：市立福知山市民病院（京都府福知山市厚中町231番地）
テーマ：極める。股・膝関節機能障害の理学療法
講 師：加藤 浩先生（九州看護福祉大学）
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：市立福知山市民病院（京都府福知山市厚中町231番地）
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）
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。
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＊生涯学習部技術講習会の定員は40名です。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。
＊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。

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
学術局 理事 蘇生会総合病院 麻田博之 soseikaihp.riha@gmail.com
＊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
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●
保険部 平成29年度 第２回研修会のお知らせ（第１報）
平成３０年４月より診療報酬改定・介護報酬改定により新しい報酬体系でのリハビリテーション料の実施と
なります。
2000年介護保険制度のスタートから、今回で３回目の同時改定となります。介護保険スタート時は、回復期
リハビリテーション病棟が導入されました。2006年の初めての同時改定時には、疾患別リハビリテーション料
およびリハビリテーションにおける日数制限が設けられました。また、２回目の同時改定におきましては、地
域包括ケアシステムが新たに導入されました。３回目にあたります来年の改定も、私たち理学療法士にとって
大きな改定になる事は間違いないものと考えておられる方が多いと思います。
今回は、研修会の講師に、日本理学療法士協会より２名の方にご参加頂く事になっております。今回の改定
でご尽力頂いたお話も聞けることと思います。お申込み方法などの詳細につきましては、次号のＮＯＷ（１月
発送予定）また、平成３０年１月以降のホームページをご覧頂ければと思っております。多くの会員の方々の
参加をお待ち致しております。第２回研修会もどうぞ宜しくお願い致します。
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）9：00～13：00（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
研修会内容（予定）
講演１：同時改定における日本理学療法士協会の対応について（仮）講師：PT協会
講演２：診療報酬改定について（仮）

講師：PT協会

講演３：介護報酬改定について（仮）

講師：PT協会

質疑応答
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●業務推進部●
第3回 小児ネットワークミーティング開催のお知らせ
日 時：平成29年11月23日（木・祝）午前
場 所：未定（宇治市での開催を予定しています）
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。
講 師：神谷 真弓先生（からふる乙訓）
田中 待粒子先生（どうほうの家）
申し込み締め切り：11月16日（木）
管理職ネットワークミーティング開催のお知らせ
日 時：平成30年1月14日（日）14：00～16：00
場 所：京都医健専門学校
内 容：『多様な人材育成をするために
～当事者が語る発達障害の関わり方～（仮題）』
意欲を持って就職したのにコミュニケーションがうまくできない、仕事がはかどらないなどのケースが増え
てきていませんか？このような方々の背景には、『発達障害』が関わっている場合があります。
近年、大人になってから発達障害に気づく人々が増えています。理学療法士は年間1万人を超えるペースで増
えており、新たに就職してくる職員の中には発達障害を抱えている人がいるかもしれません。
本研修で発達障害との関わり方を学び、より良い人材育成へつなげていただきたいと思います。
管理職にある方だけでなく、多くの方々のご参加をお待ちしております。
講 師：岐阜保健短期大学 稲葉 政徳先生
定 員：40名
申し込み締め切り：1月7日（日）
※申し込み：件名を「小児ネットミーティング参加希望（弟3回）」又は「管理職ネットミーティング参加希
望」とお書きいただき、氏名所属を明記の上、業務推進部アドレス 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。よろしくお願い致します。
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●地域包括ケア推進部●
介護予防推進リーダー導入研修のお知らせ
地域包括ケア推進リーダー導入研修に引き続き、12月に介護予防推進リーダー導入研修を下記のとおり開催
します。現在、受講者を募集中ですが、まだ定員に余裕がございますので、ご興味のある方は下記の注意事項
などをご確認の上、お申し込みください。
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 第一校舎 3階 306教室
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。

《注意事項》
☆介護予防推進リーダー導入研修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。（今年度の士会指定事業は終了いたしました。また来年度ご参加ください。）
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。
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。ご持参いた
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
介護予防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「介護予防
推進リーダー導入研修申し込み」と記載の上、以下の内容を記載の上、申し込んで下さい。
①氏名（フリガナ） 例） 理学太郎 リガクタロウ
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例） 京都病院 リハビリテーション科

③会員番号（8ケタ）
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：介護予防推進リーダー導入研修と記載して下さい。
＊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】
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
※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
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◀委員会からのお知らせ▶
●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。詳細は、ホームページを御参
照下さい。
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の修
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。詳細はホームページをご確認ください。）
２．開催日時 平成29年11月19日（日）15：00～16：30（受付 14：30～）
３．会

場 京都橘大学

優心館３階

E３０４教室

４．講

師 指定管理者研修委員会 委員 布川 雄二郎、堀江 淳

５．申し込み方法
１
 ．の受講要件をご確認いただき、日本理学療法士協会のマイページから、「管理者証明の申請」をお済ま
せください。マイペ－ジから必要書類を添付の上、事前申し込みをしてください。
申込締切：平成29年11月17日（金）15：00
６．参加費 無料

●訪問リハ事業検討委員会●
3士会合同研修会 第14回京都訪問リハビリテーション実務者研修会のお知らせ
日 時：平成30年1月6日（土）10時～17時（予定）・1月7日（日）10時～15時
場 所：京都社会福祉会館（二条城北側）
内 容：「活動と参加 ～社会資源の活用を考える～」
1月6日 生活行為向上マネジメント・医療機器のリスクマネジメント
1月7日 社会資源の活用を考える
参加費：1日参加 1,000円／2日参加 2,000円
対 象：在宅・訪問リハに携わる方なら誰でも可
申込み：近日案内配布予定
今回実施の研修会と合わせ、10時間以上の訪問リハ実務者研修会を受講された方には受講修了証を発行しま
す。これは訪問リハ管理者研修会STEP１参加の必須要件となっております。
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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時～17時
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

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30年2月3日（土）9：30（開始）～2月4日（日）18：00（終了）
内 容：本講習会では下肢の運動学に基づいた理学療法の理論と技術について講習する。具体的には筋の機能
と運動学、股・膝関節の運動学とトレーニング、運動連鎖とストレッチング、関節可動域制限因子の
評価と治療、OKCとCKCトレーニングなどを行う。
＊本講習会は「下肢の運動学と理学療法A」と同様の内容です。
講 師：市橋 則明・建内 宏重 （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
受講費：20,000円
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29年12月10日（締め切り日から10日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて届かない場合は、
下記申込み先にお問い合わせください）
申込方法：申し込み方法詳細：下記①～⑦項目を明記し、申し込み先E-mailアドレスまでE-mailにてお申し込
み下さい①講習会テーマ、②氏名（フリガナ）、③所属（士会・勤務先施設名および所属部署・
〒・勤務先住所・電話番号）、④メールアドレス（受講可否の連絡をするので病院のアドレスなど
共通のアドレスではなく、必ず連絡の取れる個人のアドレスにしてください）、⑤経験年数（
目）、⑥生年月日（西暦で）、⑦会員番号
申込先：E-mail： kyoto.pt.seminar.kashib@gmail.com
単 位：認定・専門理学療法士履修ポイント：20ポイント
お問い合わせ先：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 池添 冬芽（TEL 075-751-3967）
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「職場以外の活動」

スポーツ選手と共に学ぶ
医療法人同仁会（社団）京都九条病院
堀金 未来江
私が理学療法士養成校で学んでいた時、教員の先生にスポーツ分野に進みたいと伝えました。先生からは
「スポーツの現場は厳しいぞ、自分の判断によって選手生命を絶ってしまう状況になるかもしれない、プロの
場合は結果が出せなかった時に年俸が下がってしまい選手が生活できなくなってしまうかもしれない、休みも
なかなか取れないしお前には無理だ」という厳しいお言葉を頂きました。しかし、自分がやりたいことのため
に努力を続け、現在はスポーツ選手に関わる日々となりました。
現在、10年以上、中学校や高校のバスケットボールチームをサポートしています。今では毎年、全国大会に
帯同できる状態になり、国体の京都府代表チームトレーナーなども経験させて頂きました。しかし、初めから
全てが上手くいったわけではありません。私がチームのサポートを開始した時、高校の選手たちは様々なケガ
により練習に参加できない状況だったため、監督や顧問の先生と相談し、「全員がケガをしないで練習に参加
し続けることができる」ということを目標に介入しました。今まで、コンディション、メンタルの分野などに
関してうるさく言う立場のスタッフはいなかったため、選手たちはとまどっていました。しかし、選手たちは
練習時間以外でも自分の足りない部分のストレッチングや筋力トレーニングを行うようになりケガをすること
が減ってきました。毎日の練習を一生懸命頑張り、全国大会出場の切符を手にした時の選手たちの涙を流しな
がらの笑顔を今でもはっきり覚えています。
スポーツ現場では、「選手たちが全力を出すためには何が必要か」ということが常に課題であり、日々の練
習や大会ではスケジュールに合わせて様々な観点から関わります。特に試合の場合、食事や捕食の時間や量や
内容、テーピングを含めウォーミングアップまでの過ごし方、ウォーミングアップの内容、宿泊施設でのケア
など早朝から深夜まで様々なサポートをしています。自分から不調を伝えてくる選手もいれば、自分からは言
わない、言えない選手もいるので、私が常に全員を気にかけ、声を掛けます。また、不調があった場合、競技
を続けていいのか、すぐに病院で診察を受けるべきかなどの救急対応についての判断が求められます。正しい
知識があるからこそ選手に対して責任がとれます。早め早めに正しい対応ができるからこそ選手たちは全力を
出し続けることができると考えます。
我々、理学療法士の強みである「観察力」と「分析力」。もっともっと磨いて、選手たちが最高の状態で、
精一杯の結果が出せるよう、心身ともに自分自身も成長すべきと思っています。日々の練習の結果が、試合に
出ます。また、それが自分に対しての結果となります。
選手が勝者となった時の笑顔が私の原動力となり、そしてそれが私の人生においても自分を成長させる大切
な経験となっています。今後は、この貴重な経験を、スポーツに興味があり成長したいという後輩と共に更に
生かしていきたいと思います。
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【宿泊施設でのコンディショニング】

【試合前後のコンディショニングやテーピング対応】

【試合中の対応】

【原動力】

第46回全国中学校バスケットボール大会
準優勝

第70回全国高等学校総合体育大会京都府予選
優勝
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第52回京都病院学会に実行委員として参加して
京都きづ川病院（社会局保険部 理事）中本 隆幸
平成29年６月11日（日）にお天気に恵まれた中で、三木真司学会長のもと池坊短期大学をお借りし、第52回
京都病院学会が開催されました。昨年に引き続きリハビリテーション部門の実行委員として協力および参加を
させて頂きました。実行委員として参加させて頂く中で、京都府理学療法士会の会員の方に準備委員・座長な
どを依頼させて頂きました。例年のように快く引き受けて頂き感謝しております。この京都病院学会は、京都
私立病院協会・京都府病院協会の事務職員の方々が非常に細目に準備をして頂き、大変実行委員として助けら
れております。私たちは、その準備をして頂いている中で、ご協力をさせて頂いております。
リハビリテーション部門の演題は、年々増加傾向にあります。第52回の採用演題は、全ての部門を合わせて
488演題ですが、その内リハビリテーション部門は、79演題で全体の16％を占め、看護部門に次いで多い部門に
なっています。発表演題も興味深いものも多く、１日を通じて２会場に分かれて発表が行われました。発表後
の質疑応答も活発におこなわれ、大変充実した学会となりました。
特別講演は、「病院から暮らしの場へ ～aging in placeをかなえる医療のあり方を再考しよう～」のタイト
ルで、在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス代表の宇都宮宏子先生が務められ。また、基調講演は、
「アドバイス・ケア・プランニング
大学医学部附属病院

－いのちの終わりについて話しあいをはじめる－」のタイトルで、神戸

緩和支持治療科

特命教授の木澤義之先生が務められました。私をはじめ実行委員・準

備委員の一部は会場の運営にあたっておりましたので、残念ながら聴講させて頂く事が出来ませんでしたが、
講演会場は満員で非常に興味深い講演であったとの事でした。今回は、過去最高の2,547名（前回比＋363名）
の学会となりました。
参加頂いた方々は、アンケート結果より職種別では、看護師48％、リハ専門職９％、栄養士６％、放射線・
臨床検査・臨床工学・事務５％となっておりました。年齢層としましては、20代の方が29％と最も多く、他に
も10代・60代の方々からも多くの参加があり、幅広い年齢層の参加があったようです。また、京都病院学会の
参加回数について、「初めて」と回答された方が419名であり、全体の約半数を占めていたとのことでした。
今後、経験のある理学療法士の方々にも多く発表、参加をして頂き、京都病院学会を益々盛り上げて行けれ
ばと思っております。来年は、第53回京都病院学会

開催日程

平成30年６月10日（日）の予定となっており

ます。私自身、来年もより良い学会にするためにご協力できるところはさせて頂きたいと考えますとともに、
京都府理学療法士会の会員の方々にもご協力をお願いしたいと思っております。今後ともどうぞ宜しくお願い
致します。
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京都府リハビリテーション就業フェア2017
リハビリテーション就業フェア実行委員会
平成29年8月6日（日）台風の接近が危ぶまれていましたが、ことのほかスピードが遅く以外にも好天に恵ま
れた中「京都府リハビリテーション就業フェア2017」は出展法人65、67ブース（別に情報提供ブースが２ブー
スあり）開設で開催されました。今回の求人数は389名以上（PT147名＋若干名、OT 181名＋若干名、ST 61名
＋若干名）でした。参加者はリハビリテーション専門職（理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚
士（ST））および専門職養成校の学生（資格取得予定者）など合計 192名の参加で皆さん当日配布の冊子を片
手に積極的にブース訪問をされていました。既卒者の方の参加も少し増え14名（ＰＴ7、ＯＴ3、ＳＴ4）でした。
この事業は平成12年から開始されたもので、現在は、京都府作業療法士会と京都府理学療法士会から、実行
委員を出して企画運営しており、毎年、京都府より補助金を受けて京都府のリハビリテーション専門職の定職
を推進するために開催しています。
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主催 京都府リハビリテーション三療法士会協議会

「地域ケア会議・介護予防事業の参画に資する人材育成」
ベーシック研修会に参加して
社会局 副局長 中本 隆幸
平成29年9月10日（日）に京都光華女子大学におきまして、京都府リハビリテーション三療法士会協議会主催
の京都府リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣支援事業「地域ケア会議・介護予防事業の参画に資す
る人材育成」ベーシック研修会が開催されました。
ご周知のように、京都府理学療法士会

会長の並河茂先生が会長を務められます「京都府リハビリテーショ

ン三療法士会協議会」が、平成29年４月25日に発足されました。その記念すべき第１回目の事業が見事な秋晴
れの下、151名のご参加を頂き盛会のうちに執り行われました。
午前に２講演を行って頂きました。講演１は、テーマ「リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣支援
事業について」と題し、京都府リハビリテーション支援センターの山元顕太先生よりお話をして頂きました。
地域支援事業等の概説、リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣支援事業について、地域ケア会議等に
おいてリハビリテーション専門職に求められていること、京都府内の状況について大変わかり易くまた、興味
深い内容の講演をして頂きました。講演２におきましては、テーマ「地域包括ケア推進体制に向けて
に期待すること」と題しまして、京都府リハビリテーション支援センター

リハ職

センター長の武澤信夫先生より地

域リハビリテーションの経過、地域リハビリテーション体制の役割、京都式地域包括ケアと総合リハビリテー
ション推進事業、京都府におけるリハ職の配置状況、地域リハビリテーションコーディネート事業、京都府地
域医療ビジョンなど大変ボリュームのある内容でしたが、私たちが現在気にしている箇所のお話をして頂き、
あらためて整理することの出来る内容でありました。
午後からは、講演３、地域ケア会議の模擬実践を行って頂きました。講演３では、テーマ「大東市での取り
組みと地域ケア会議の在り方」と題して、大東市役所

地方創成局兼保健医療部高齢介護室の逢坂信子先生よ

りお話をして頂きました。ご存知のように大阪府大東市は地域包括ケアシステムに関しまして、早期より取り
組まれておられます。自立支援が必要となる背景、自立支援の共有化、自立支援に向けて、自立支援マネジメ
ントにおけるリハ専門職の役割などのお話をして頂きました。特に自立の定義をどのように考えるかに関して
は大変興味深く拝聴させて頂きました。講義の後、逢坂先生のコーディネートのもと、ケアマネジャー３名、
薬剤師１名、管理栄養士１名、理学療法士１名、作業療法士１名、言語聴覚士１名に入って頂き、地域ケア会
議の模擬を行って頂きました。まだまだ地域ケア会議に参加出来ていない私たちに取りましては、大変勉強に
なる機会でありました。
京都府リハビリテーション三療法士会協議会が主催で行います「地域ケア会議・介護予防事業の参画に資す
る人材育成」は今後益々重要な研修会になってまいります。今回ご参加いただけなかった方も来年のベーシッ
ク研修会に是非参加して頂ければと思っております。
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第１回研修会（士会指定事業）

開催報告

社会局保険部 理事 中本 隆幸
平成29年８月６日（日）に京都大学医学部人間健康科学科
保険部

第９講義室におきまして、『平成29年度社会局

第１回研修会（士会指定事業）』を開催致しました。参加者数は、施設より26名、保険部・社会局ス

タッフ19名、講師5名の合計50名の方々に参加をして頂きました。
プログラムは下記の内容で実施させて頂きました。
【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！』
司会：勝田光一
講演１：地域包括ケアシステムって何？

講師：南條千人

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

講演３：退院後に受けられるリハビリテーションサービス
～介護保険でのリハサービスの紹介～
講演４：総合事業への関わり

講師：梅垣裕樹
講師：田後裕之

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
シンポジウム・質疑応答

座長：秋本喜英 橋本裕一

今回のこのテーマにつきましては、昨年度の保険部研修会にご参加頂きました会員の方々のアンケートにお
きまして、地域包括ケアシステムの内容での開催をお願いしたい。また、若い理学療法士の方が医療保険・介
護保険の内容を少しでも理解して頂き、現場でも活用して頂ける内容での開催して欲しいとのご意見を頂き企
画させて頂きました。
『地域包括ケアシステムって何？』に関しましては、何故地域包括ケアシステムを国が政策として打ち出し
てきたのかという導入内容から今後の看取りを行う場所の問題をはじめとし、今後京都府理学療法士会また、
各々の理学療法士がどのような役割を担うべきかのお話をして頂きました。
『医療保険下での地域包括ケア病棟の実情』に関しましては、平成26年の診療報酬改定において導入されま
した、「地域包括ケア病棟・病室」を如何にして運営していくのかという課題から、地域における病棟・病室
の重要性に関しましてお話をして頂きました。
『退院後に受けられるリハビリテーションサービス～介護
保険でのリハサービスの紹介～』におきましては、介護保険
のサービスの紹介より居宅サービス、施設サービス、地域密
着型サービスに関して、また「介護予防・日常生活支援創業
事業」に関しまして簡潔にわかり易く解説して頂きました。
『総合事業への関わり』におきましては、講演３の内容を
受け、「介護予防・日常生活支援創業事業」に関してもう少
し深く掘り下げて頂き、また各々の地域における個別課題解
決に関してお話をして頂きました。
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寄り添い、つなげる地域リハ』におきましては、講師

が実践されている内容を踏まえ、理学療法士としての関わりをわかり易く説明して頂きました。それぞれの講
義が関連性を備えており、明日からどのように私たちが地域包括ケアシステムを考えて行くかの参考になった
かと思います。
地域包括ケアシステムは、現場におきましては平成24年の医療・介護同時改定より年々深く私たちの中に浸
透してきております。このシステムを無視しては理学療法がスムーズに進まなくなるのは周知の通りであるか
と思います。また、他職種協働作業において理学療法士として重要であります。この研修会で私たちはその重
要性を再確認し、患者・利用者また、虚弱高齢者と言われる方々へのアプローチをしっかりと進めて行きたい
と考えています。
最後になりますが、講師を務めて頂きました、南條千人様、
鈴木英嗣様、梅垣裕樹様、田後裕之様、阪東美可子様のご厚
意により当日配布致しました資料を京都府理学療法士会
会局

社

保険部のホームページ内に掲載をさせて頂いておりま

す。一度ご確認頂き、日々の業務に活かしていただければ幸
いです。今後とも京都府理学療法士会の活動へのご支援・ご
協力の程、宜しくお願い申し上げます。

公益事業部主催「介助教室」のスタッフとして参加して
恵心会 京都武田病院

岩﨑 亮

私は公益事業部の部員ではありませんが、今回士会ニュースNOWやFAX通信にて「介助教室」のスタッフ
を募集していることを知り、「介助教室」がどのような取組なのか興味を抱きました。そのため、私にできる
ことがあれば協力したいという気持ちで参加する意向を事務局にメールにて伝えさせて頂きました。
「介助教室」開催1ヶ月前には「事前勉強会」が開催され、公益事業部の方から指導内容や注意点を丁寧に教
授していただき、非常に参考となりました。
当日をむかえてみますと、受講者の方の経験年数を配慮したグループ編成がすでに作られていることや、適
宜巡回して適切なアドバイスをする体制が整っていること等々、公益事業部の方の経験の積み重ねと改善の努
力がスムーズな運営に反映されていたという印象を持ちました。
ホームヘルパーさんやケアマネージャーさんなどの受講者の方々から普段業務の中で困っている事について
多数の質問を受けた際には、これらの質問に対し、参加していたスタッフの間で情報を共有し、具体的な解決
策を掲示することができたという、私自身、初めての経験ができた事は、理学療法士として新たな発見でした。
指導するスタッフには責任が伴いますが、その裏返しとしての知識、技術の向上は不可欠になります。今回
「介助教室」という場が自分自身の知識と技術を向上、発展させることができる絶好の機会になったと実感し、
非常に有意義な時間だと感じました。
今後も機会があれば公益事業部の取組に参加したいと思います。
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市民講座「シルバーリハビリ体操でいつまでも健康に暮らす」を
開催しました！
「シルバーリハビリ体操」都道府県コーディネーター 阪東美可子（宇治市福祉サービス公社）
佐藤 文寛（京都第一赤十字病院）
今年3月に、茨城県立健康プラザにて開催されたシルバーリハビリ体操、都道府県コーディネーター導入研修
会に社会局より阪東、佐藤の2名が参加しました。シルバーリハビリ体操とは、茨城県立医療大学付属病院名誉
院長の太田仁史氏により考案された、動作学、障害学といったものに基づいた介護予防体操です。立った姿勢
でも、座った姿勢、寝た姿勢でも行えて、また道具や音楽も不要なため、元気な中高年だけに限定せず、要介
護者でも、いつでもどこでも誰でも継続できる体操です。
茨城県では約10年前から一般住民の中に「シルバーリハビリ体操指導士」を養成し、現在8,003名（7月31日
時点）の指導士が誕生し、それぞれが住む地域の高齢者対象の体操教室を開催しています。茨城県内において
は、高齢者1,000人あたりの指導士数や体操教室開催回数が多い地域ほど要介護者が減少したといった報告もあ
ります。
現在京都府下でもすでに数々の優れた介護予防事業が展開されておりますので、まずは士会員や一般住民の
方へシルバーリハビリ体操について知っていただき、興味を持ってくださったグループや自治体があれば協働
し、活動を支援していきたいと思っております。その第一弾としまして、7月17日の理学療法の日に一般市民対
象の市民講座を開催いたしました。
「シルバーリハビリ体操でいつまでも健康に暮らす」
日 時：平成29年7月17日（月祝） 13：30～15：30
場 所：中京いきいき市民活動センター 3階 会議室4
講 師：京都府理学療法士会 阪東・佐藤
参加者：一般市民20名（平均年齢71.2歳）
概 要：シルバーリハビリ体操の実演に加え、茨城県での取り組みの紹介、介護予防事業を地域で行うこと
の有効性について説明しました。

詳細はホームページをご覧ください。
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第２回災害医療研修会のご報告
災害対策委員 伊藤 昇平（京都回生病院）
平成２９年８月２７日、京都テルサにて第２回災害医療研修会を開催いたしました。
研修会に参加されたのは２１名で、今回も理学療法士以外に３名の方にも御参加いただきました。災害が起
こった際は他職種の連携が必要不可欠となる為、今回の研修を機により良いつながりを持っていきたいと思い
ます。
今回の研修会は、災害対策委員であり、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の一員である加藤大策（京都第一
日赤

リハビリテーション課）より、災害医療の基礎及び理学療法士の役割について講義がありました。そこ

で、災害時は何に注意をし、どのような役割を担うのかを理解することが出来ました。
また、当委員会の藤井正宣よりＪＩＭＴＥＦ（国際医療財団）災害医療研修の報告をさせていただきました。
その後、当委員会委員長の万谷健を中心にファシリテーターを務め、前回研修会同様、避難所運営の難しさ
や重要性を学ぶため、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）を参加者全員で実施しました。チームで役割分担や情報共
有をしなければ、運営がスムーズに進まない事を改めて認識させられる課題でした。参加者の方々には、災害
の時にどのような事を考え、何を行わなければならないかを身につける良いきっかけとなったのではないかと
思います。
最後にアンケートを実施させていただき、有事の際は協力して頂けるといった、嬉しいお声も多くいただき
ました。
今後も研修会を積み重ね、少しでも災害時に役立てる理学療法士が増えればと思います。
第３回の研修会は平成３０年の２月に予定をしています。詳細が決まり次第ＮＯＷ、ＨＰにてお知らせいた
しますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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小児ネットワーク勉強会「理学療法士が知っておきたい発達障害」に参加して
京都第一赤十字病院 大場 寿恵
平成29年6月24日に開催された小児ネットワークの勉強会に参加し、京都大学の加藤先生による「発達障害」
についての講演を聴かせて頂きました。
当院は一般の急性期総合病院であり通常業務においては発達障害児に関わることはほぼありません。しかし、
数年前より超～極低出生体重児への介入をさせて頂くこととなり、積極的にNICUへ介入されている他院の理
学療法士の方から「早期から関わっている理学療法士がなるべく早く発達障害の可能性のある児をピックアッ
プすることが必要」とのお話を聞き、発達障害について知っておく必要があると感じていました。今回このよ
うな機会があり講演を楽しみにしていました。
講演では、発達障害の診断基準、分類等を説明された後、主に自閉症スペクトラム障害について定義や具体
的な症状、児の傾向、行為等についてお話されました。実際に発達障害児に関わることのない私には想像する
しかありませんが、発達のフォローのため当院でリハビリ介入させて頂いている児に同じような症状、傾向が
ないかを気にかけながら介入しようと思いました。
また、発達障害は協調運動障害を伴っていることが多く、症状の始まりは発達早期からとのお話がありまし
た。当院で発達フォローに介入させて頂いている超～極低出生体重児は中枢部の筋緊張低下、筋力低下がある
児も多く、介入・家族指導等で少しでも機能の向上、中枢部の安定化を図ることが必要だと改めて感じました。
ただ一番心に残っているのは、理学療法士、作業療法士等の学生にも発達障害的要素のある学生が増えてき
ているとのお話でした。発達障害の割合も増加しているとのことであり、実習生としてだけでなく、成人一般
患者として発達障害的要素のある方に対応する可能性も十分に考えられると思います。そのような状況になっ
たときに関わり方に困惑することがないように、小児施設ではなくても理学療法士として知っておくべき知識
であると思いました。

広報部よりお詫び
今号は、諸事情により「Tea Break」はおやすみとさせて頂くことになりました。申し訳ございません。

編 集 後 記
過ごしやすい季節になりました。会員の皆様のストレス解消法は何でしょうか？
私は、パワーヨガにはまって 6 年になります。いわゆる普通のヨガでは物足りず、少し筋トレ要素
があるパワーヨガが目下私のストレス解消法。インストラクターの先生を気に入ってずっと続けてい
たのですが、最近その先生が中学・高校の同級生、ということが判明しました。お互い 5 年間も気付かず、
でしたが今はすっかり仲良しになりました。
10 月に入って、愛犬の散歩のときも周りは秋満載！

会員の皆様もそれぞれの秋を楽しみながら、

自分なりのストレス解消法を見つけてみてください。


（広報部部長
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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日終了

8月20日
終了

9月24日
終了
9月28日
終了
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）
一次救命処置と基本処置
西山知佳先生
実技：
「あっ大変人が倒れた！」あな （京都大学大学院医学研究科）
たならどうする？—蘇生に関する基 内藤知佐子先生
礎知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～
麻田博之先生
臨床実習指導方法論
20：30
（蘇生会総合病院）
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 －メカニズム
沖田 実先生
（長崎大学）
12：00 と治療戦略－」
『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 高木俊介先生
13：30～
活復帰に向けて」
（たかぎクリニック）
16：30
「同時改定を前に考えるこれからの『連 西田宗幹先生（秋津鴻池病院）
携』～医療、介護それぞれでの検討～」
9：00～ 極める。股・膝関節機能障 加藤 浩先生
12：00
害の理学療法
（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実 野村卓生先生
16：00
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

市立福知山市民病院

北部研修部

C-4

市立福知山市民病院

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

