2019 年度第７回理事会議事録
開催日時：2019 年 11 月 14 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、関、堀江、江平、苅谷、池添、西村、田後、小寺、石井、阪東、
南角、佐藤、市橋、伊藤
欠席
：梅田
書記
：太田垣
【報告事項】
１．事務局
①総務部：公文書発行：No.133 講師派遣依頼（認知症対策委員会研修会）No.134 講師依頼（同）No.135 京
都学会座長派遣依頼 No.136 京都学会座長依頼 No.137 後援名義使用承諾書（第 8 回リハロボ体験研修会）
No.138 職員派遣（第 2 回近畿ブロック理学療法士協議会会議）No.139 参加依頼（同）No.140-143 京都学会
座長派遣依頼 No.144-149 京都学会座長依頼 No.150 後援名義使用承諾書（令和元年度生活機能向上研修「食
支援」
）No.151 後援名義使用承諾書（令和元年度生活機能向上研修「排泄支援」
）
②財務部：在会者数 2727 人（内入会手続き中 4、理事会承認待ち 4）
（11 月 6 日時点）
支払方法：楽天 2099 名口座振替 295 名現金振込 333 名
新入会者数 262 名（入会手続き中 4 名、理事会承認待ち 4 名）
退会者数（2019/4/1～2019/11/6）72 名（任意退会 21 名、未納退会 40 名、休会経過退会 11 名）
復会者数（同上） 転出で復会 4 名、転入復会 1 名、復会 2 名
転出者数（同上） 108 名
転入者数（同上） 60 名
③広報部：LINE の管理費変更について
２．社会局
①保険部：10 月 6 日アンケート結果の概要報告
②公益事業部
⑴健康と福祉のひろば
日時・場所：10 月 27 日・京都府医師会館
参加者：阪東理事、佐藤理事、保田部長、吉岡富恵先生（ハーモニーこが）
内容：
「排泄・排尿に関する骨盤底筋体操」のミニ講話と相談対応を実施。
⑵介助教室（従来型）
日時：12 月 1 日（日）午前（10 月 28 日に練習会実施）
場所：京都医健専門学校
対象：看護、介護従事者
講師：古河琢也
申込が少ないため、FAX 通信等により積極的に広報する予定
③業務推進部
⑴10 月 20 日 在宅ネットワークミーティング「目標設定と卒業」31 名参加
講師：岸田 和也 先生（京都きづ川病院 訪問リハビリセンター）
秋山 貴洋 先生（御所南リハビリテーションクリニック）
⑵11 月 30 日（土） 小児ネットワークミーティング in 南部 予定
⑶1 月 18 日（土） 管理職ネットワークミーティング 協会管理者（初級）研修 予定
④地域包括ケア推進部
研修会報告：推進リーダー導入研修② 11 月 10 日（日）京都医健にて
参加者：地域ケア会議推進リーダー 19 名／介護予防推進リーダー 21 名
⑤災害対策部
⑴10 月 5・6 日 JIMTEF アドバンス研修 小村部員受講
⑵ 11 月 23 日 和歌山 JRAT 記念式典 麻田会長、万谷部員 参加（京都 JRAT として）
⑶2020 年 2 月 2 日 京都 JRAT 研修会講師 斉藤秀之先生 決定
⑷令和元年 台風 19 号 JRAT 関連情報
⑸京都府災害対策本部 府内連絡会議
⑹ 11 月 2 日 近畿ブロック災害担当者会議 11 名参加

〇議題 事前アンケートに基づいた現状確認、意見交換、今後の協議事項等について検討
・各府県の課題 人材確保と育成 資金
・地域 JRAT は組織化が進みつつある
・台風 19 号のような災害が近畿で起こった場合の対応について
・地域 JRAT、災害対策部だけでなく、各府県士会としての BCP が必要
３．学術局
①新人教育部
新人技術講習会：1 回目は 70～80 名の応募があったが、2 回目の参加者は 15 名であった。
→来年度は年 1 回開催に変更し、1 回の定員人数を増やす予定。
②生涯学習部
10 月 27 日（日）生涯学習部研修会 場所：京都大学医学部人間健康科学科
第 3 回生涯学習部研修会
テーマ：明日からできるフレイル予防とリハビリテーション戦略
講師：永井 宏達先生（兵庫医療大学）
参加者数：84 名
申し込み人数 75 名（キャンセル 12 名） 追加募集 10 名（全員参加）部員 11 名
第 4 回生涯学習部研修会
テーマ：呼吸器慢性疾患と息切れのメカニズム～検査のみかた～
講師：長尾 大志先生（滋賀医科大学医学部付属病院 呼吸器内科）
参加者数：98 名
申し込み人数 82 名（キャンセル 10 名） 追加募集 14 名（全員参加）部員 12 名
③北部研修部
⑴10 月 4 日（金）北部研修部新プロ研修 場所：舞鶴赤十字病院
第 1 回新プロ研修
テーマ：クリニカルリーズニング
講師：堀口 遥先生（舞鶴赤十字病院）
参加者数：7 名
第 2 回新プロ研修
テーマ：症例報告・発表の仕方
講師：阿部 由平先生（舞鶴赤十字病院）
参加者数：7 名
⑵10 月 18 日（金）北部研修部新プロ研修 場所：市立福知山市民病院
第 3 回新プロ研修
テーマ：
「臨床実習指導方法論」
講師：籔内 潤一 先生 （市立福知山市民病院）
参加者数：16 名
第 4 回新プロ研修
テーマ：
「生涯学習と理学療法の専門性」
講師：梅田 匡純 先生 （京丹後市立弥栄病院）
参加者数：28 名
④学会部：11 月末に学会プログラム発送予定
４．委員会
①訪問リハ等検討委員会：第 16 回訪問リハ実務者研修会案内：会場については再確認する
②表彰審査委員会
京都府保健医療功労者等表彰：布川雄二郎先生が受賞
11 月 18 日表彰式の出席者：麻田会長、柴田光大（広報部）
③スポーツ委員会：2019 年 10 月 22 日「伏見港公園での障害者スポーツ体験イベント」視察報告
④選挙管理委員会：2019 年度選挙管理運営員会：9 月 28 日(土)に開催された。
次年度の代議員の選挙概要について、スケジュール（案）と各士会の代議員数(案)の報告があった。

５．その他
①第 59 回近畿理学療法学術大会報告
②日本理学療法士協会旅費謝金規定変更について
③2019 年度 第 2 回近畿ブロック全体会議報告
（1）事務局長・士会長会議：第 59 回・第 60 回近畿理学療法学術大会、メーリングリスト、不祥事事案、診
療報酬の返戻事項等について
（2）学術局会議：令和 2 年度の新プロ研修、災害時の近畿学会中止の連絡方法等
（3）社会局会議：55 周年記念事業イベント、地域包括ケア会議への PT 参加等

【討議事項】
１．士会規程集(案)について検討した。
2.

広報部
1)広報部作業の事務員との作業分担案について承認された。
2)ホームページの研修会予定表について再検討することとなった。

3.社会局部員について
HP などで部員募集することが承認された。
4. 2020 年度京都学会について
大会長：建内宏重氏、準備委員長：太田恵氏の推薦があり、承認された。来年は１日開催となる。
5. ブロック化検討委員会
・山南圏域リハ支援センターと話を進めている南部懇談会を 11 月 29 日に会費制で開催することが承認さ
れた。
・京都市南区での懇談会およびブロック化のためのアンケートについて：アンケートについては内容を修正
し、再検討することとなった。
・南丹地区の圏域リハ支援センターと協力し、懇談会を開催することが承認された。
→これら活動報告について NOW にも掲載していく。
6.

認知症対策委員会の方向性について
委員会として継続していくことが承認された。また、認知症の関わりの現状に関するアンケート結果につい
て、士会ホームページや会誌に掲載することが承認された。
7. 2019 年度協会賞候補者の事前調査について
協会賞候補者について検討し、人数の事前調査には 4 名で回答することが承認された。
8. その他
①日本リハ医学教育推進機構理事長懇談会を受けて今後の対応と賛助会員への登録について
賛助会員になることが承認された
②日本公衆衛生学会の協賛については辞退することとなった。
③生活機能向上研修（排泄支援）のファシリテーターとして、吉岡富恵先生を推薦することが承認された。
9.

今後のスケジュールについて
次回三役会：日程未定(金)１９:００～
次回理事会：１２月１２日(木)１８:００～
報告・討議事項〆切：１２月２日(月)

