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半田協会長と京都府理学療法士会員の皆様
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2019年度事業について
一般社団法人京都府理学療法士会会長

麻田

博之

１．京都府士会ブロック、市町村支部化の準備
２．災害対策部の設立
３．エスカレーターマナーアップ推進委員会の設立
任期２年目となる2019年度は、圏域ブロック化及び市町村支部活動を始めるための、具体的な行動を起こす年と
なります。府士会としてブロック・市町村支部化は、何のために進める必要があるのか？多くの会員の方がそのよ
うに思われているかもしれません。会員が多くなり組織が大きくなれば各施設の個性を把握することが難しくなり、
士会としての方向性を伝えることや統一した動きをとる事が困難となります。今後士会として行政や社会、一般の
市民の方に働きかけていくために一体感・統一感を持った組織を作る事が重要だと考えています。
以前から国や自治体は地域包括ケアシステムの構築に向けて動きを進めております。皆さんも何となく「地域包
括ケアシステムは必要だ」と思っておられる方も多いと思いますが、具体的に理学療法士や府士会は、この地域包
括ケアシステム構築の為に何をするべきでしょうか？…即答できる方は少ないのではないのでしょうか。高齢化が
進み、地域医療に関わる事が多くなったといっても、大半の理学療法士は病院を中心とする医療機関に勤務してい
ます。関連施設や行政から依頼を受けた時に対応すればいいので、改めて何もすることはないのではと感じる方、
全く関わってこられなかった方なども多くおられるのではないでしょうか？しかしながら、理学療法士の活躍する
範囲は年々拡がっています。またそれとともに、対応に必要な知識も多岐に渡ります。事業に係る理学療法士はも
とより各施設の管理者はそれらに対応できる最低限の知識が必要になってきています。その為に当士会では各リー
ダー研修等により必要なスキルアップ研修を行ない知識の向上・学習の場の提供を図っております。また実際の事
業遂行においては各施設により得手・不得手な案件や対応の可否も出てきます、これらを取りまとめるために市町
村支部が窓口となって頂き、各方面からの問い合わせや要請に応えていくシステム作りを進めたいと考えておりま
す。これも地域包括ケアシステムの中の理学療法士会の役割の一つです。今後の士会事業として地域包括ケアシス
テムは、管理者・在宅（地域）ネットワークを柱に構築しながら、小児ネットワーク・災害対策を圏域ブロック枠
に相乗りさせて、構築していくことを目標とします。
今年度は災害対策委員会を、より活発なものにする為に「災害対策部」に変更しました。昨年度に発足した京都
JRATとともに災害に強い、素早い行動が可能な組織（支援・受援・情報収集と発信）を構築していきます。また、
新規事業として「エスカレーターマナーアップ推進委員会」を立ち上げます。エスカレーター利用時の「歩き」は
危険であると認識されていますが、片麻痺の方や高齢者などへの配慮はあまり知らされていません（限定された側
の支持が必要）。障害と向き合う我々が声を上げる必要があるという考えから、行政や関連企業等に働き掛け、障
がい者・高齢者に優しい京都を目指していきます。
最後になりましたが、当法人は2020年６月で創設50周年を迎えます。今年度から準備を始め、様々な記念事業を
展開していく予定です。事業遂行には会員皆様のご理解とご協力が必須となります、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

−2−

平成31年4月25日

京都府理学療法士会ニュース

№280

半田協会長に京都でご講演頂きました！
去る2019年2月24日、日本理学療法士協会の半田一登会長に京都までお越し頂き、府士会員にご講演頂きました。
当日は160名程の参加者で会場は満員となり、半田会長の熱い話に皆さん耳を傾けておられました。
半田会長、ご多忙の中ありがとうございました。

半田協会長の講演会を聴講して
京都リハビリテーション病院

丸山

勝也

今回、「流れを創る理学療法士」というテーマで、日本理学療法士協会会長である半田一登先生の講演を聴講し
ました。講演の内容は、“理学療法士”としての意識を持つ事の重要さ、法改正に伴う在院日数短縮・在宅限界点
の引き上げ、それに伴う介護予防の推進などで、特に印象に残っているのは、理学療法定義に基づいた治療者とし
てアプローチが出来ているか。今後、自分たちの職域・立ち位置の変革をいかに図っていくか。団体としてだけで
なく、個人としても変革に参加していくことが求められているという事でした。
普段、臨床現場で働く自分に取って、今後の理学療法士の展望を、業界を牽引されている立場の方から聴講する
ことが出来、大変有意義なものとなりました。
今後、一理学療法士として治療という立場から理学療法を提供出来るよう、また、今後のリハビリテーション分
野の「流れをつくる理学療法士」になれるよう、研鑚を積んでいきたいと思います。

～半田協会長より京都府士会員へのメッセージ～
先日の講演会には、多くの会員の方々が来ていただき感謝しています。特に若い会員が
多かったことが非常に印象に残っております。また、研修会の後に行った職場管理者の
方々との意見交換会は、私にとっても大変有意義なものでした。理学療法士は医師の指示
で業務を行うこともあってか受け身の姿勢が目立ちます。しかし、受け身のままでは決し
て新しい道を切り開くことはできません。世界理学療法連盟による理学療法士の業務は、
健康作り・予防・治療/介入・ハビリテーション・リハビリテーションとなっています。
理学療法士は昭和41年の法律制定以来、リハ
ビリテーション医療に従事することのみを強
いられてきましたが、近年我々の業務は健康づくりや予防へと大きく
ウイングを広げています。「予防理学療法」を主張し続けた成果です。
主張しなければ何も変わらないのです。
今年の夏には参議院議員選挙があります。一人一人の理学療法士は
社会的にはちっぽけな存在かもしれませんが、12万人の会員が一致協
力して行動し主張すれば、社会的に大きな存在になれるのです。みん
なで大きく強い存在になりませんか。
日本理学療法士協会

会長

半田
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京都府大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（京都ＪＲＡＴ）
発足記念式典開催の報告

『京都でもJRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）が始動しています！！』
平成31年2月23日、KKR京都くに荘にて「京都JRAT発足記念式典」を執り行いました。
11職種、来賓11名をふくむ総勢90名もの方々にご列席賜り、たいへん盛大な式典となりまし
た。
第1部ではJRAT近畿ブロック代表、大阪JRAT事務局長の冨岡正雄先生から「災害時のリハビリテーション支援
－JRATの成果と課題―」というテーマで、日本の大規模災害の歴史のふりかえり、JRAT発足のきっかけや意義に
ついて貴重なご講演を頂きました。そのなかで地震のプレートは1年間で約8㎝動くというお話がありました。これ
は爪が伸びる速さとほとんど同じです。そんなわずかな変化でも地震は私たちの生活を一変させます。ご出席いた
だいた方から、京都は災害の被害をあまり受けないことが多いが、基調講演を聞いて他人事ではないと改めて感じ
たという声をいただきました。

予想以上の参列者に混雑する受付

冨岡先生の基調講演

第2部として京都JRATのメンバー、組織体制、今年度の活動を自作のプロモーションビデオで紹介しました。
その後、京都府理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会の各会長と三上代表による京都JRAT発足調印式が
厳かな雰囲気で執り行われました。式典は麻田副代表による挨拶にて閉会し、その後の懇親会は和やかにさまざま
な方が交流を深める場となりました。

調印に臨まれる三上代表と三療法士の各会長

左から麻田会長、平山会長、関会長、三上代表
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東日本大震災を機に日本中で大規模災害に備える取り組みが盛んになってきています。式典の２日前にも北海道
で震度6弱の地震が起こりましたが、近い将来、南海トラフ巨大地震も起きると言われています。京都でも災害は他
人事ではありません。必ず起こるその時に備え、関係機関の連携が不可欠です。京都JRATは発足したばかりです。
これから地道に活動を推し進めてまいります。皆様のご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
災害対策部

部長

万谷

健

京都JRAT設立コアメンバー

京都JRAT発足のご報告を半田協会長に
災害対策部

副部長

伊藤

昇平（京都回生病院）

2月24日（日）、日本理学療法士協会の半田一登会長の「流れを創る理学療法士」講演会後、半田会長と京都府内
の各病院や施設の代表が、一同に介しての懇談会に参加させていただく貴重な機会に恵まれました。災害対策委員
会からは「平成30年7月豪雨」における岡山県倉敷市へのロジスティック要員派遣や、この講演会の前日の2月23日
に京都ＪＲＡＴの発足式典を行ったことを報告させていただきました。半田会長はJRATの副代表であり、今回の
発足を大変喜んでおられました。「これからは災害につい
ても予防の観点が重要であり、その視点においても理学療
法士として活躍の場所を増やし流れを創っていくことが重
要である」とのお言葉をいただきました。また京都JRAT
のこれからの役割や取り組みなど、短い時間ではありまし
たが、災害担当の田後理事、災害対策部の万谷部長からお
伝えする事が出来ました。
災害はいつ起こるか分かりません。支援する立場、受援
する立場、どちらの立場となっても、皆様と協力し、助け
合える組織となる様に努力して参りますので、今後も京都
左から 万谷部長

麻田会長

半田協会長

田後理事

JRATをよろしくお願い致します。

2019年8月上旬に災害医療研修、2020年2月にJRAT研修を予定しています！
詳細は追ってホームページに掲載致します。
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学術局のお知らせ
●学術局年間研修予定●
日程

時間

6月23日(日)
7月7日(日)
7月27日(土)
7月28日(日)

8月25日(日)

8月31日(土)
9月1日(日)
9月23日
(月・祝)

9月29日(日)

10月の平日
開催予定

10月の平日
開催予定

10月9日(水)

10月27日(日)
11月9日(土)
11月10日(日)
11月17日(日)
12月14日(土)
12月15日(日)
12月8日(土)
1月12日(日)
1月25日(土)
1月26日(日)
3月29日(日)

テーマ

講師

堀江 淳 先生
（京都橘大学）
麻田 博之 先生（蘇生会総合病院）
11:00～12:00
「理学療法と倫理」
田中 昌史 先生（日本理学療法士協会）
田後 裕之 先生
13:00～14:00
「理学療法における関連法規」
（京都岡本記念病院）
関 恵美 先生
14:10～15:10
「人間関係及び接遇」
（京都民医連あすかい病院）
山本 崇 先生
15:20～16:20
「リスクマネジメント（仮）」
（京都大学医学部附属病院）
「理学療法士による早期リハビリ
森沢 知之 先生
9:00～12:00
テーションの実際」
（順天堂大学）
身体認知と運動制御の脳内神経基盤を発達、
内藤 栄一 先生
9:00～12:00
特殊化、損傷、機能回復の観点から考える （脳情報通信融合研究センター）
慢性疼痛の病態と鎮痛効果の
松原 貴子 先生
13:30～16:30
最新メカニズム
（神戸学院大学）
市橋 則明 先生、建内 宏重 先生
13:00～ 18:40
運動学に基づいた運動療法の
（京都大学大学院医学研究科
9:00～ 17:10
理論と実際
人間健康科学系専攻）京都大学大学院生
新谷 歩 先生（大阪市立大学大学院
13:00～14:30
「統計方法論」
（仮）
医学研究科 医学統計学講座）
山本 澄子 先生
15:00～16:30
片麻痺者の歩行と装具（仮）
（国際医療福祉大学）
南角 学 先生
16:55～17:55
一次救命処置と基本処置
（京都大学医学部附属病院）
小寺 翔馬 先生
18:20～19:20
社会の中の理学療法
（蘇生会総合病院）
市橋 則明 先生・建内 宏重 先生
初日9:30～
理学療法士講習会（応用編）
（京都大学大学院医学研究科
2日目18:00
「下肢運動学と理学療法A」
人間健康科学系専攻）
伊藤 郁乃 先生（国立病院機構
10:00～11:30 「研究方法論（EBPT含む）」
（仮）
東京病院 リハビリテーション科）
13:00～17:30
新人症例発表会
（予定）
建内 宏重 先生
9:40～10:40
クリニカルリーズニング
（京都大学大学院医学研究科）
石井 光昭 先生
11:05～12:05
症例報告・発表の仕方
（佛教大学）
西村 純 先生
13:00～14:00
コーチングとティーチング
（済生会京都府病院）
井澤 和大 先生
14:30～16:00
心臓リハビリテーション（仮）
（神戸大学）
堀口 遥 先生
18:20～19:20
クリニカルリーズニング
（舞鶴赤十字病院）
阿部 由平 先生
19:30～20:30
症例報告・発表の仕方
（舞鶴赤十字病院）
籔内 潤一 先生
18:20～19:20
臨床実習指導方法論
（市立福知山市民病院）
梅田 匡純 先生
19:30～20:30
生涯学習と理学療法の専門性
（京丹後市立弥栄病院）
宮坂 淳介 先生
19:00～20:00
生涯学習と理学療法の専門領域
（京都大学医学部附属病院）
井上 直人 先生
20:20～21:20
臨床実習指導方法論
（京都医療センター）
永井 宏達 先生
9:00～12:00
地域在住高齢者の理学療法（仮）
（兵庫医療大学）
長尾 大志 先生（滋賀医科大学
13:30～16:30
呼吸器疾患と理学療法（仮）
医学部附属病院 呼吸器内科）
市橋 則明 先生、建内 宏重 先生
13:00～ 18:40
運動学に基づいた運動療法の
（京都大学大学院医学研究科
9:00～17:10
理論と実際
人間健康科学系専攻）京都大学大学院生
「（仮）運動器リハビリテーション」
千葉 慎一 先生
9:00～12:00
（技術講習会）
（昭和大学病院）
第30回 京都府理学療法士学会
学会長 江平 知子 先生
※第6回日本地域理学療法学会学術大会 （聖ヨゼフ医療福祉センター）
（学術大会長 池添 冬芽先生）
準備委員長 南條 千人 先生
と同時開催
（京都医健専門学校）
理学療法士講習会
松尾 善美 先生
9:00～17:00
「パーキンソン病の理学療法」
（武庫川女子大学）他
赤羽根 良和 先生
10:00～16:00 膝関節疾患に対する理学療法（仮）
（さとう整形外科）
市橋 則明 先生・建内 宏重 先生
初日9:30～
理学療法士講習会（応用編）
（京都大学大学院医学研究科
2日目18:00
「下肢運動学と理学療法B」
人間健康科学系専攻）
学会長 石井 光昭 先生
第59回 近畿理学療法学術大会
（佛教大学）
10:00～11:00

6月16日(日)
2019年度新人
必須初期研修

詳細は京都府理学療法士会ホームページでご確認ください。

「協会組織と生涯学習システム」
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新プロ単位

認定 専門
領域

会場

担当

京都教育
文化センター

新人教育部

京丹後市立
弥栄病院

北部研修部

京都橘大学

生涯学習部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人技術
講習会

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

内部
基礎
神経
基礎
神経

C-2
B-3

新人発表部

C-5

佛教大学
二条キャンパス
701教室

B-1

新人教育部

D-1
運動器
基礎
D-3

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

C-6

新人発表部
新人発表部

B-2
B-4

佛教大学
二条キャンパス
701教室

E-2

新人教育部

C-3
B-2

舞鶴赤十字病院

B-4

北部研修部

E-1

市立福知山
市民病院

D-2
D-2
E-1

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

C-5

地域

京都大学医学部

生涯学習部

C-3

内部

人間健康科学科

生涯学習部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人技術
講習会

市立福知山
市民病院

北部研修部

京都テルサ

学会部

C-2
C-2

運動器
基礎

C-1

神経

C-2

運動器
運動器
基礎

佛教大学
二条キャンパス701号室
京都橘大学優心館
6階（E601教室）
京都大学医学部
人間健康科学科
みやこめっせ

生涯学習部

平成31年4月25日

京都府理学療法士会ニュース

№280

学術局の研修会に参加する際の注意事項
＊今年度より生涯学習部研修会（第1回から第4回）、生涯学習部技術講習会は、日本理学療法士会の研修参加申し込みシステムを利用し
ております。日本理学療法士協会ホームページ（マイページ）からの申し込みになります（マイページにログイン→研修会・学術大会
→申し込み登録→研修会詳細から内容確認→申込）。申し込み後のキャンセルの場合、参加費は返金されませんのでご注意ください。
＊生涯学習部研修会の定員は、第1回、2回が250名、第3回、4回が200名です。参加は京都府理学療法士会会員のみで先着順になります。
定員に達しますと「申し込みシステム」が終了され、「申込」ができなくなります。
＊生涯学習部研修会は参加費1,000円となっております。
＊新人教育部および新人発表部の研修会の定員は180名（佛教大学が会場の場合230名）、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2019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。
＊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。
※2019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・北部研修部研修会（新プロ対象１時間研修会）は、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となっています。
※第1回および第2回北部研修会の参加費は、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となっています。

研修会のお知らせ
※主に2019年4月～8月の研修会をピックアップしています。詳細は京都府理学療法士会ホームページでご確認ください。
生涯学習部第1回研修会
テーマ：「身体認知と運動制御の脳内神経基盤を発達、特殊化、
損傷、機能回復の観点から考える」
日 時：2019年7月7日（日）9:00～12:00
場 所：京都橘大学
講 師：内藤 栄一 先生（脳情報通信融合研究センター）
単 位：新プロC-1
認定・専門：基礎・神経
参加費：会員1,000円

生涯学習部第2回研修会
テーマ：「慢性疼痛の病態と鎮痛効果の最新メカニズム」
日 時：2019年7月7日（日）13:30～16:30
場 所：京都橘大学
講 師：松原 貴子 先生（神戸学院大学）
単 位：新プロC-1
認定・専門：基礎・神経
参加費：会員1,000円

北部研修部第1回研修会
テーマ：「理学療法士による早期リハビリテーションの実際」
日 時：2019年6月23日（日）9：00～12：00
場 所：京丹後市立弥栄病院
講 師：森沢 知之 先生（順天堂大学）
単 位：新プロC-3 認定・専門：内部
参加費：無料 ※事前の申し込みは必要ありません

新人発表部第1回研修会
テーマ：「統計方法論」（仮）
日 時：2019年8月25日（日）13：00～14：30
場 所：佛教大学 二条キャンパス
講 師：新谷 歩 先生（大阪市立大学）
単 位：新人プログラムB-3
参加費：無料

新人教育部第1回研修会
テーマ：片麻痺者の歩行と装具（仮）
日 時：2019年8月25日（日）15：00～16：30
会 場：佛教大学 二条キャンパス 701教室
講 師：山本 澄子 先生（国際医療福祉大学）
単 位：新人教育プログラム C-5
参加費：無料

新人教育部第２回研修会
テーマ：一次救命処置と基本処置
日 時：2019年8月25日（日）16：55～17：55
会 場：佛教大学 二条キャンパス701教室
講 師：南角 学 先生（京都大学医学部附属病院）
単 位：新人教育プログラム B-1
参加費：無料

新人教育部第３回研修会
テーマ：社会の中の理学療法
日 時：2019年8月25日（日）18：20～19：20
会 場：佛教大学 二条キャンパス701教室
講 師：小寺 翔馬 先生（蘇生会総合病院）
単 位：新人教育プログラム D-1
参加費：無料
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新人必須初期研修

日 時：2019年6月16日（日）10：00～16：20（受付開始9：15）
会 場：京都教育文化センター
参加費：無料（京都府理学療法士会会員限定）
申込み：不要
内 容：ホームページまたは6ページの研修会予定表をご覧ください。
 各職場で新卒入職者、または新人教育プログラムの必須初期研修A単位（A1～5）未受講者がおられる場合は、業務
調整のほど宜しくお願い申し上げます。新プロ履修は、日本理学療法士協会会員マイページより確認ができます（閲覧
には協会から配布されたIDとパスワードが必要です）。
 本研修会は、終日参加により新人教育プログラムAの5単位が認定されます。当日の朝は受付での混雑が予想されます。
受付時間は1時間設けていますので、余裕をもってお越しください。
 新人必須初期研修会は、研修会会場の都合上、京都府士会員限定となっております。他府県士会会員の方はご参加で
きませんのでご注意ください。
【A-3、A-4単位未履修者の会員へのご連絡】
平成24年4月より新人教育プログラムが一新され、日本理学療法士協会が会員包括システムにて単位管理を行っております。平
成23年度より協会ニュースやホームページ（協会・京都府士会）などでお知らせしておりました通り、新たな新人教育プログラ
ム移行に際し、旧新人教育プログラムからの単位の読替えが行われました。A-3 、A-4単位未履修の会員におかれましては、上記
研修会のA-3 、A-4にご参加いただき、単位履修を終えられることをお勧めします
問い合わせ先：新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科 建内 宏重 tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp
新人教育部副部長 京都大学医学部附属病院 宮坂 淳介 miyasaka@kuhp.kyoto-u.ac.jp

2019年度

新人症例発表会

日 時：2019年9月23日（月/祝日）13：00～17：30（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：発表者には「新人教育プログラム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：詳細はホームページをご覧ください。
◆演題登録申込み開始：平成31年5月7日（火）9：00～
◆演題登録締め切り：平成31年7月23日（月）17：00必着
◎座長募集◎
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. メールの件名を「座長応募2019」とし、①個人と連絡の取れるメールアドレス、②氏名（フリガナ）、③所属（病院名･住所）、
④理学療法士経験年数、⑤C-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31年7月31日（水）17：00必着
 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
療法士としてレベルアップする為の一つの場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。
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com

京都府理学療法士会

2019年度

第1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：2019年7月27日（土）～7月28日（日）
7月27日 13：00～18：40（受付 12：30～）
7月28日 9：00～17：10
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。
＊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。
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/1W7GokXFboih3rM52
応募締め切り：2019年7月7日（日）
＊ 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。
＊ 抽選結果は7月16日までにメールにてご連絡いたします。
7月16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。
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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理学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と理学療法A」
日 時：2019年8月31日（土）9:30（開始）～9月1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。
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：2019年7月24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：ホームページをご覧ください。
単 位：認定・専門理学療法士履修ポイント：20ポイント
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）

第30回京都府理学療法士学会
“生きる”地域社会で生きていくために
日
会

程：2019年12月14日（土）、15日（日）
場：京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町70）
http://www.kyoto-terrsa.or.jp/lib/pdf/download/d_52.pdf
参加費：京都府理学療法士会員 4,000円
企画（予定）：講演４演題
シンポジウム１演題 理学療法士として生きる（仮題）
一般演題 30演題募集
【演題募集要項】詳細はHPをご覧ください
●募集期間：2019年7月1日（月）〜8月31日（土）
●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
2019年12月14日（土）、15日（日）の2日間、京都テルサにて第30回京都府理学療法士学会を開催いたします。本年は、
第6回日本地域理学療法学会学術大会と合同開催です。
テーマは「“生きる”地域社会で生きていくために」とします。
私たち理学療法士は、心身に不調を持つ人々がよりよく生きていくための手助けをしています。日頃関わる方々は様々
な状況に置かれています。それは、死を意識するような場面であるかもしれません。思うに任せられない体に苛立ちを感
じて生きているかもしれません。一方では、上手にテクノロジーを利用しながら生きている方もいます。どのようなシ
チュエーションであっても、共通して望むところはこの社会の中で役割を持って生きていきたいということです。
今回は、その望みに寄り添いながら、各場面で理学療法士としてなすべきことについて、第一線で活躍されている先生
方からご講演いただきます。
また、理学療法士という資格を持ちながら、様々なキャリアをお持ちの方々をお迎えしてどのような働き方をされてい
るのかシンポジウム形式でお話を伺います。理学療法士として生きることの多様性、可能性を感じられることと思います。
一般演題も例年通り募集いたします。皆様の日頃の成果を発表し、更なる研究の発展、臨床技術の向上の足がかりにな
る場を作ります。多数のご応募お待ちしております。
同時開催である日本地域理学療法学会のテーマは「地域理学療法学の科学と実践の融合」であります。科学的視点から
地域理学療法を考える場となることと思います。
全国から集まってくる方々と共に学ぶことのできる機会であり、京都で活躍されている皆様にとって有意義なものにし
ます。多くの方々のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
【問い合わせ先】30kyotogakkai@gmail.com へメールをお送りください
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社会局のお知らせ
●社会局年間研修予定●
日程

詳細は京都府理学療法士会ホームページをご覧ください。

時間

テーマ

講師

会場

担当

本岡 哲 先生
（宇治おうばく病院）

京都医健
専門学校

業務推進部

5月12日（日） 10:00~12:00 在宅ネットワークミーティング

精神疾患をお持ちの方への在宅リハ（仮）

5月18日（土） 13:30～15:30 小児ネットワークミーティング

「周産期医療および在宅療養支援について」

舞鶴西駅
大場 寿恵 先生
業務推進部
（京都第一赤十字病院病院）他 交流センター

6月2日（日） 10:00～17:00 三療法士会

「ベーシック研修」兼推進リーダー導入研修①

京都府立医科大学 地域包括ケア
図書館ホール
推進部
青山 朋樹 先生
（京都大学大学院医学研究科）

未定

公益事業部

社会参加自立支援についての取り組み（仮）

未定

宮津福祉教育
総合プラザ

業務推進部

８月４日（日） 11:10～12:40 初級管理者研修

協会指定研修

未定

宮津福祉教育
総合プラザ

業務推進部

８月４日（日） 13:30～16:30 災害医療研修

災害時における対応（仮）

未定

宮津福祉教育
総合プラザ

災害対策部

小児ネットワークミーティング

筋ジストロフィーについて（仮）

未定

京都市内

業務推進部

在宅ネットワークミーティング

在宅リハでの目標設定（仮）または装具につ
いてパート２（仮）

未定

未定

業務推進部

7月14日（日）
８月４日（日）

9月7日
10月頃

未定
9:30～11:00

未定
未定

京都府民公開講座
在宅ネットワークミーティング

診療報酬・介護報酬改定に関する研修会
（仮）

未定

未定

保険部

11月30日予定

未定

小児ネットワークミーティング

小児の呼吸リハについて（仮）

未定

南部を予定

業務推進部

1月頃

未定

管理職ネットワークミーティング

人材育成

未定

未定

業務推進部

2月

未定

京都 JRAT 研修会（仮）

未定

未定

未定

京都JRAT

10月頃

9:00～12:30（予定） 保険部研修会

未定

第１回 在宅ネットワークミーティング
テーマ：
「精神疾患をお持ちの方への在宅リハビリテーション」
日 時：2019年5月12日（日）10：00～12：00
会 場：京都医健専門学校
講 師：本岡 哲 先生（宇治おうばく病院）
参加費：無料

第１回 小児ネットワークミーティング
テーマ：「周産期医療および在宅療養支援について」
日 時：2019年5月18日（土）13：30～15：30
会 場：舞鶴西駅交流センター
講 師：大場 寿恵 先生（京都第一赤十字病院） 他
参加費：無料

申込方法：件名を「第１回在宅ネットワークミーティング/第1回小児ネットワークミーティング 参加希望」とし、
氏名と所属をお書きの上、kyotoptg@gmail.comまで送信して下さい。

●保険部よりお知らせ●

各施設リハ部門責任者、役職者の皆様へ

平成30年度診療報酬改定・介護報酬改定に関するアンケート調査への協力のお願い
＜アンケートの回答方法＞
NOW4月号に同梱されている「診療報酬」「通所」「訪問」「訪問看護」の4種類のうち、貴施設に該当されます
アンケート用紙にお答え頂き、同封しております封筒にて5月15日（水）までに返信をお願い致します。
社会局保険部 理事 田後 裕之
部長 秋本 喜英

●地域包括ケア推進部よりお知らせ●

2019年度、地域ケア会議推進リーダーおよび介護予防推進リーダー取得を目指す方へ
昨年度と同様に両推進リーダー導入研修を2回実施します。初回は京都府リハ三療法士会協議会主催「京都府人
材養成・派遣支援事業」研修会として開催を予定しております。2回目は午前・午後で各リーダーの導入研修を行います。
推進リーダー取得には導入研修前にe-ラーニング受講が必要ですので、今年度もお早めにご受講をお願いいたします。
＜2019年度導入研修の予定＞
■導入研修① 2019年6月2日（日）京都府リハ三療法士会協議会の開催要項をご覧ください。
■導入研修② 2019年11月10日（日）場所未定
e-ラーニングの免除要件もありますので、詳細は協会HPをご覧ください。また、京都府人材養成・派遣支援事業
及び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。

●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。
（また今年度より、
サイボウズLiveの有料化に伴い、
在宅ネッ
トワーク及び管理職ネッ
トワークにおいても小児ネッ
トワーク
で使用しているフリーメールGMOに移行しております。
疑問点等がありましたら、
上記アドレスにお問い合わせください。
）
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研修会報告
●小児ネットワークミーティング（南部）に参加して●

高野 寿美香・田中 有美（田辺中央病院）
11月23日に京都大学おうばくキャンパスで開催された意見交換会で、こどもの成長発達を支援
する医療や福祉施設、支援学校、在宅における連携について、『ライフステージに合わせたこど
もたちへの支援』が不十分であるとの意見が多く挙がりました。私達も連携が十分ではないと感
じながら、心苦しい気持ちにもなりました。私達自身が連携する役割を担えていなかったからで
す。日々のリハビリテーションの中で、こどもが保育園や学校に復帰する際には、両親が連携の
役割を担うことが多く、電話や書面にて先生方と相談をおこなっておりました。本来であれば、
顔を直接合わせるカンファレンスを開催して、医療の立場からライフステージに合わせた意見を
相談支援員や各事業所に伝える必要があると考えます。また、実際の生活環境へ赴いてこどもの
経過を見ることも必要だと思います。連携を推進する役割は、その時々の状況により変化するものであり、セラピストが中心と
なることも必要です。私達は関連施設との架け橋となり、お互いの顔を合わせた関係作りに努めたいです。加えて、地域と連携
してこどもが充実した生活を送れるように支援が広がってほしいと思います。

●管理職ネットワークミーティング初級管理者研修に参加して●

業務推進部 副部長 喜多 修（宇治病院）
平成31年2月2日、管理職ネットワークミーティングで「人材育成 新人教育」をテーマに、お話しす
る機会を頂きました。参加者は43名と例年以上の方が参加されました。参加者アンケート結果では、
96％の方が満足またはやや満足と回答を頂きました。大規模病院の西村ひろみ先生や訪問リハの蕨野浩
先生と、それぞれの分野で人材育成について、視点の違う話があり、それについて日ごろから困ってい
る、または組織拡大や部門の発展のために重要課題であると、認識される方が多かったと推察されます。
理学療法士・作業療法士学校養成施設指定規則は、令和２年の実施へ『より質が高い理学療法を提供
するため、教育内容に「理学療法管理学」を新設し、「職場管理（教育を含む）」、「職業倫理」を必
修化する。』となりました。しかし、現職の理学療法士はそれについて学んでいません。今までの自分
の経験や、歴史のある看護部の教育を参考にしたりして、取り組んでいると思われます。アンケート結
果の中で「新人教育に悩む場面が多く参考になりました。」「他の病院のリアルな話が聞ける機会で良
かった」という感想がありました。また、今後の取り上げて欲しいテーマとして「仕事と残業について」「スタッフの業務評価
方法について」「中堅のキャリアアップや育成方法」等、たくさんのご意見を賜りました。教育は、最近重要度が認識されてい
るハンズオフの知識として治療にも役立ちます。あらゆる立場の方が学び、自分の理学療法士としてなりたい姿や果たすべき役
割が達成できるように、社会局業務推進部の事業として、今後も機会を提供していきたいと思います。

●平成30年度

認知症対策委員会研修会開催報告●

認知症対策委員会 担当理事 中本 隆幸
平成31年2月10日（日）に平成30年度 認知症対策委員会主催の研修会を佛教大学をお借りし、
開催させて頂きました。テーマは「認知症ケアでPTに期待すること」です。秋口一郎先生（京都
認知症総合センター顧問）をお招きしご講演頂きました。39名のご参加を頂き時間を超過する程
の秋口先生の熱弁に皆さん熱心に耳を傾けておられました。高齢化に伴う認知症の問題。糖尿病
などの合併症に関する考え方。生活習慣病と認知症の関係など非常に興味深い内容でした。2019
年度も研修会の開催を予定しております。認知症の患者・利用者に理学療法士として何ができる
かを会員の皆さんと一緒に考えていきたいと考えております。今後ともよろしくお願い致します。

●第58回近畿理学療法学術大会視察報告●

第59回近畿理学療法学術大会 準備委員長 中本 隆幸
平成31年1月20日（日）に第58回近畿理学療法学術大会がテーマ「理学療法士の実践力」、奈良
県理学療法士会（大会長 石橋睦仁先生）担当で盛大に開催されました。参加者は約1600名であ
ると伺っております。早朝のご多忙な中にも関わらず親切にご案内頂きました奈良県士会の担当
者の方々に感謝致します。今年度開催となります、第59回近畿理学療法学術大会は京都府理学療
法士会が担当です。石井光昭大会長を中心に事務局、学術局、運営局から計11名で視察に行って
まいりました。ホームページを立ち上げさせて頂いておりますので一度ご覧頂ければと思います
（http://kinki59.sakura.ne.jp/）。また、次回のこの学術大会には京都士会員の方々の全面的なご協力が必要となります。
ご支援くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
第59回近畿理学療法学術大会
会期 2020年3月29日（日）
会場 京都市勧業館 みやこめっせ
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事務局からのお知らせ
★春はお引越しや異動の多い時期です。住所やお名前、勤務先は変わっていませんか？★
日本理学療法士協会のホームページから【マイページ】にアクセスして、登録されている情報のご確認ください。
ID/パスワードがご不明な方は、WEB上で再発行ができますので、画面の案内に従ってお手続きください。
メールアドレスを登録されていない方は、必ず連絡が取れるメールアドレスをご登録ください。また、メールア
ドレスが変わった方も修正して下さい。
京都府士会からの郵送物（総会資料・会報誌NOW・理学療法京都・会員名簿等）は勤務先会員の方は勤務先にま
とめて、自宅会員の方にはご自宅に郵送されます。毎回発送後に住所不明で返送されることがあります。一度返送
された住所には、次回から送りませんので、郵送物が届かない場合は、会員情報をご確認ください。
★2019年度の会費は納入されていますか?★
昨年度より会費の納入が前納制となり、平成31年3月末日が2019年度の会費納入期限でした。このNOWを手に取
られている時点で2019年度の会費を納入されていない方は未納の状態となっております。
今年6月末までに会費が納入されない場合は会員資格の喪失により強制退会となりますので、該当される方は早急
に協会から郵送されている振込用紙にて会費の納入をして下さい。ニコスの自動振替にされている方は、引き落と
しがされているかどうか念のためにご確認ください。残高が不足していた場合は引き落としがされず未納状態と
なっていますのでご注意ください。
協会からは4月当初と5月末から6月初旬にかけて2回振込用紙と案内が送付される予定です。用紙を紛失された方
は協会事務局（03-6804-1421）へ連絡してください。なお、士会の口座への入金は廃止しておりますので，必ず協会
からの振込用紙にて入金して下さい。
協会から振込用紙が届かない場合は、住所不明のために振込用紙が届かなかった可能性がございますので、協会
事務局（03-6804-1421）もしくは、士会事務局（075-741-6017）へ至急ご連絡下さい。

京都府理学療法士会 LINEアカウントを創設しました！
ホームページの更新情報、研修会のアナウンス、保険情報など定期的
に発信していきます！
ID「@uth3585x」で検索して友達登録してください。

QRコードはこちら⇒
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