2019 年度第４回理事会議事録
開催日時：2019 年７月 11 日(木)18：00～
開催場所：京都府理学療法士会 事務所
出席者 ：麻田、中本、堀江、江平、苅谷、池添、西村、田後、小寺、石井、梅田、阪東、
南角、佐藤、市橋
欠席
：関、伊藤
書記
：今井

【報告事項】
１．事務局
1）総務部：公文書発行（No.38 後援名義使用承諾書（日臨技、京都府技師会主催ベッドサイド実践講習会）
No.39 職員派遣依頼（第 3 回理事会）No.40～43 臨床実習指導者講習会の開催案内 No.44 後援名義使用承諾
書（SKY ふれあいフェスティバル 2019）No.45 保健医療功労者等表彰の推薦 No.46 職員派遣依頼（第 4 回
理事会））
2）財務部：７月 11 日現在の新入会申請者を除く会費未納者 40 名、会員数 2786 名
3）広報部：Line アカウント加入者は現在 135 名（前月は 70 名）
２．社会局
1）公益事業部
①川柳：227 名から 432 句の応募あり。受賞者に 7 月中旬にはクリアファイルとクオカード発送。
最優秀賞
歩いたら 笑ってくれる 妻がいる
優秀賞
涙から 笑顔に変わる その一歩
リハビリで 母が笑顔も 取り戻す
日々散歩 膝が笑わず 笑顔増え
リハビリで 未来に笑顔 プレゼント
京都士会賞 取り戻せ できたの笑顔 リハビリで
会長賞
母見舞う 逆に笑顔で 励まされ
理事特別賞 リハビリで 返納出来た 車イス
②府民公開講座：7/8 時点で 161 名の申込あり。次年度に向けて応募動機をアンケート調査する。
③介助教室：従来型介助教室講師は古川琢也先生（京都民医連あすかい病院）
出張型介助教室講師は佐藤文寛先生（京都第一赤十字病院）
NOW でスタッフ募集予定。
2) 保険部
①士会 HP 掲載
・アンケート結果
・平成 30 年度 日本理学療法士協会事務局職能課 調査報告書
・平成 30 年度 診療報酬・介護報酬各種調査研究事業 「介護報酬改定の影響及びリハビリテーション
マネジメントに関する調査」
「地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション専門職の取り組みとリハビリ
テーション実施状況に関する調査」
・リハビリテーション専門職団体協議会「医療機関におけるリハビリテーションの実態調査」
②10 月 6 日 9：30～12：30（180 分）研修会：下記案にて検討中
講演
医療 1 最近の適時調査傾向について（20 分）
活動報告
医療１ 維持リハ対応（案）
（20 分）
介護 2 未定
（20 分×2 = 40 分）
講演 3
GW 80 分
総括
10 分
3）業務推進部
①理学療法の日イベントの第２部について：公益事業部の依頼に基づき、当部での担当で実施する。今
年度は企画が既に決定しているため、サポートを行う。
②10 月 20 日（日）在宅ネットワークミーティング：内容は「在宅の目標設定と卒業」で実施する。PT
２名が報告後、意見交換を実施予定。

4）災害対策部
①8 月 4 日研修会
②令和元年度 京都府総合防災訓練避難所運営訓練（９月１日）
③JIMTEF 受講：６月 15 日・16 日小村部員が受講
④7 月 4 日第 1 回京都 JRAT 協議会報告
1．2019 京都 JRAT 活動について
・諸団体等との連携：まずは行政、その後医師会、DWAT、保健師、地域リハ支援ｾﾝﾀｰ、福祉用具業者へ
・JRAT 研修会：日時：2020 年 2 月 2 日、京都でのリハ医学会学術集会時の開催計画
場所：同志社大学 今出川キャンパス
目的：啓発、人材発掘の両面を兼ねる
・JRAT 近畿ブロック会議
1 月 19 日（日）13:00-17:00 予定。
・派遣体制 受援…圏域支援センターに活動拠点の相談
支援…回復期病院単位での声掛け
2.松村部長との面談について
・目的 JRAT の必要性を理解して頂くことが最重要
・時期 7 月～8 月で調整中
・参加 三上先生、OT 田中 PT 田後、万谷、加藤の 5 名の予定。
３．学術局
1）生涯学習部
・7 月 7 日 第 1 回研修会「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」内藤栄一先生(脳情報通信融合研究センター）
、145 名の参加
・7 月 7 日 第 2 回研修会
「慢性疼痛の病態と鎮痛効果の最新メカニズム｣松原貴子先生
（神戸学院大学）、
103 名の参加
2）新人教育部
新人必須初期研修会を 6 月 16 日（日）に開催
参加人数；261 名（A1～5 単位参加者は 257 名、途中参加 4 名）
来年度も新人必須初期研修会は京都教育文化センターで実施予定（5 月 31 日（日）を仮予約）
3）北部研修部
6 月 23 日 第 1 回北部研修会「理学療法士による早期リハビリテーションの実際」
講師：森沢知之先生（順天堂大学）
38 名参加
4）学会部
京都学会の企画が決定し、ホームページ、NOW８月号に掲載。演題募集も開始された。
４．その他
1）ＰＴ・ＯＴ士会臨床実習指導者講習会現状把握懇談会：６月 19 日（水）19:00～佛大にて
今後、協議会として継続して懇談会を行っていく。
第１回の講習会前にファシリテーター向けの事前打ち合わせ会を行うことを検討する。
2）京都踏水会からのＰＴの雇用に関する士会への協力依頼について：６月２７日（木）
士会ホームページにおける通常の求人広告としての掲載は可能であるが、民間事業に対する PT 派遣は士
会事業としては難しい旨回答した。

【討議事項】
１．事務局
1）総務部
・士会事務所セキュリティーについて：関電 SOS と契約した。事務所への最初の入室時および最後の退室時には機
器操作が必要となる。
２．社会局
1）業務推進部
・シルバーリハビリについて、京都府下の市町村を対象に、アンケートを実施することが了承された。
・メーリングリスト移行について：現在使用しているメーリングリストサービスが終了するため、他の
サービスへの移行を行う。まずは LINE Official Account Manager で試験的に運用開始する。
・管理職ネットワークミーティング及び第２回管理者研修（初級）について

2020 年１月 18 日（土）に開催決定。初級管理者取得者対象にアンケートを実施し、テーマを検討。
2）災害対策部
・他府県士会活動情報共有について：部・委員会の有無や JRAT との関わり等についてのアンケートを実
施する予定が日本理学療法士協会であるかどうかについて確認する。もしアンケート予定がなければ近畿
士会を中心に調査し、近畿ブロック会議にて情報共有したい。
３．学術局
1）新人教育部
①来年度の第 1 回新人必須初期研修会は京都教育文化センターで実施予定（5 月 31 日（日））
・第 2 回研修会の開催については、第 1 回の参加状況をみて検討することとする。
・協会のｅラーニングの活用についても広報が必要。ｅラーニングのない新プロ C 単位については、
研修会の回数を増やすことを考慮して次年度計画を立てる。
②連盟事業との区別の明確化について：士会事業と連盟事業の区別の明確化の必要性について確認した。
2）新人発表部
新人発表部：部員の追加（向山将平：宇治徳洲会病院）について承認された。
４．その他
① 京都府立医大リハビリテーション医学教室三上教授訪問
急性期病棟におけるリハビリテーション関連専門職研修会の参加を周知する。
②

令和元年度 第１回 ブレーントラスト会議 排泄支援 Part（６月 13 日）
：中本副会長が代理出席
｢くらしと健康展｣におけるミニ講話「骨盤底筋体操」に協力要請があった。排泄支援に精通した士会員
に打診する。また、倉田正先生（吉祥院病院 肛門内科医師）から依頼のあった｢理学療法士による排泄支
援アドバイス｣については倉田先生と相談。
③

士会事務局長会議への要望・質問事項提出について
臨床実習指導者講習会の中央研修会の内容や来年度の開催予定、新プロ A 単位の e-ラーニング受講に
ついて提案する。その他、要望・質問事項がある場合は事務局長に連絡することとなった。
④ 他士会開催の新プロ研修会への士会員の参加可否について：他士会が研修会参加を認めているのであ
れば可であることが確認された。
⑤ 次期京都学会について：
・来年度は日本理学療法学会との合同開催の予定はないので、通常の１日開催に戻すこととなった。
・学会長は学術局で検討することとなった。
⑥

ダイハツとＪＡＦ共催の安全運転講座への参加報告について
７月３日（水）に 3 名のＰＴを派遣した。次回以降は、派遣人数を増やすことを検討。

５．今後のスケジュールについて
次回三役会：７月３０日(火)
次回理事会：９月１２日(木) 報告・討議事項〆切：９月２日(月)

