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府民公開講座の様子（参加者 147 名）
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公益社団法人日本理学療法士協会 定時総会報告
（一社）京都府理学療法士会会長

麻田博之

第48回定時総会が2019年6月8日（土）12：30〜16：30、9日（日）9：00〜15：00の日程で、国際医療福祉大学東
京赤坂キャンパスにて開催されました。当会からは9名の代議員が皆様を代表して出席しました。2018年度事業報告
及び決算報告を主とし審議事項議案8と2019年度事業案と予算案の報告がありました。その中から、協会賞・名誉会
員・新会館・臨床実習指導者養成研修・新生涯システムについて報告させて頂きます。
1、協会賞
第37回協会賞は49名が受賞されました。京都からは、依岡徹氏（前副会長）が受賞されました。長年にわたる士
会活動が認められたもので、京都府士会員にとっても大変名誉なことです。依岡先生おめでとうございます。

協会賞受賞の皆様

半田一登協会長（左）
と受賞された依岡前京都士会副会長（右）

2、名誉会員
京都府理学療法士会第４代会長で、現在大阪府士会でご活躍中の森永敏博氏が名誉会員に推薦され、第１号議案
にて承認されました。森永氏は京都府理学療法士会創設期から尽力いただき、会長在任12年間で学術局体系を整備
された他、士会事務所法人化にも大きな役割を担っていただきました。当会関連では、初代会長の宮風隆夫氏に次
いで二人目の受賞です
3、日本理学療法士協会

新会館建設について

前回の代議員総会の報告でもお知らせしました通り、会員数の増加に伴い事務量の増加及び会議スペースの借り
上げなど、現会館では業務が滞ることから六本木（赤坂）に建設が計画されました。新会館には士会長会議までが
開催することが可能な会議室や他団体や行政との打ち合わせが可能な小会議室を備えた三階建てとなります。令和
２年４月に竣工予定です。機会があれば立ち寄って見学等していただければと思います。
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4、臨床実習指導者研修会について
理学療法士養成校指定規則及びガイドラインが改定され、適用後（令和２年４月１日）に入学する学生の評価実
習が始まるまでに、臨床実習指導者は国の指定する研修を受講する必要があります。既に都道府県講習会で世話人
（講師）を務める者の中央研修会は３月より開催されています。
京都府理学療法士会では、養成校との協議の結果、今年度は３回（合計280名の研修修了者）の研修会開催を計画
しています。年度末には作業療法士会（作業療法士養成校）との協議会も発足する予定です。
今回開催される都道府県講習会を受講した者でないと、実習生（評価実習・総合臨床実習）を指導する事はでき
ません（同時に２名まで可）。京都の場合、各養成校が割り当てられた人数にて、研修会参加者を募りますので各
施設で調整の上、ご協力をお願いします。

都道府県開催における日本理学療法士協会の基本方針
◯ 臨床実習指導者の養成において適切な指導が行われること、および計画的な人員養成を行うこと等を達成
するために、都道府県に協議会を設置する。
◯ 指定規則の施行及びガイドラインの適用後（令和2年4月1日）に入学する学生の評価実習が始まる令和3年4
月1日以降までに臨床実習指導者の計画的な養成を行うこととする。
◯ 実習施設において適当な実習指導者による指導が行われる環境を整えることは、学校養成施設指定基準で
あることから、都道府県講習会の開催にあたっては、その費用を含み、原則として学校養成施設主体に開催
することとする。

5、新生涯学習システムについて
2021年度より新生涯学習システムが運用開始されます。
2019年度・2020年度入会で新プロ修了者や新プロ未修了者の単位読み替えなどの詳細は９月に発表される予定で
す。
現新プロは15単位（15時間）で修了予定ですが、新生涯学習システムでは、前期研修・後期研修に分けられ合計
73コマ（109.5時間）が修了要件となります。
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府民公開講座2019を開催しました！
7月14日（日）にキャンパスプラザ京都におきまして、府民公開講座を開催致しま
した。日本理学療法士協会が発足された7月17日が理学療法の日とされ、47都道府県
で様々な趣向をこらしてイベントを行っております。当士会では、毎年この時期に府
民公開講座を開催しております。
今年は、テレビでもご活躍の京都大学大学院の青山朋樹先生を講師にお招きしご参
加頂いた147名の府民の方々と楽しく「転倒防止エクササイズ」を行って頂きました。

その後、理学療法士による「元気にイキイキ健康体操」を行い盛会の内に終える事が出来ました。
来年も同時期に開催し、理学療法士を盛り上げて行きたいと思います。

理学療法川柳

2019

結果発表

テーマ「笑顔」

令和元年度 介護予防・健康増進キャンペーンとして第5回理学療法川柳を募集しました。
全 国より4 3 2 句の川 柳が集まり、入 賞された方にはQ U Oカードと作 品を掲 載したクリアファイルを贈 呈 致しました。
入賞は以下の作品となりました。
【最優秀賞】
歩いたら 笑ってくれる 妻がいる（島根県 角森玲子様）
【優秀賞】
涙から 笑顔に変わる その一歩（鳥取県 うーちょこぴー様）
リハビリで 未来に笑顔 プレゼント（栃木県 ひな様）
日々散歩 膝が笑わず 笑顔増え（岐阜県 風見鶏様）
リハビリで 母が笑顔も 取り戻す（大阪府 しゃんしゃん様）
【京都賞】
取り戻せ できたの笑顔 リハビリで（京都府 めぐちゃん様）
【会長賞】
母見舞う 逆に笑顔で 励まされ（宮崎県 勝丼マン様）
【理事会賞】
リハビリで 返納出来た 車イス（京都府 エミテン様）
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学術局のお知らせ
●学術局年間研修予定●
日程

8月25日（日）

8月31日（土）
9月1日（日）

9月23日
（月・祝）

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。

時間

テーマ

講師

新プロ単位

13:00～14:30

統計方法論
「臨床研究に用いる統計手法」

新谷 歩 先生
（大阪市立大学 大学院医学研究科
医学統計学講座 教授）

B-3

15:00～16:30

バイオメカニクスからみた片麻痺者
の歩行と下肢装具の働き

山本 澄子 先生
（国際医療福祉大学）

C-5

16:55～17:55

一次救命処置と基本処置

南角 学 先生
（京都大学医学部附属病院）

B-1

18:20～19:20

社会の中の理学療法

小寺 翔馬 先生
（蘇生会総合病院）

D-1

初日9:30～
2日目18:00

理学療法士講習会（応用編）
「下肢運動学と理学療法A」

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）

10:00～11:30

研究方法論（EBPT含む）
「理学療法士のための研究のすす
め方」

伊藤 郁乃 先生
（国立病院機構東京病院
リハビリテーション科）

13:00～17:30
（予定）

新人症例発表会

9:40～10:40

クリニカルリーズニング

11:05～12:05

認定 専門
領域

会場

新人発表部
佛教大学
二条キャンパス
701教室

新人教育部
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

新人発表部

建内 宏重 先生
（京都大学大学院医学研究科）

B-2

新人教育部

症例報告・発表の仕方

石井 光昭 先生
（佛教大学）

B-4

13:00～14:00

コーチングとティーチング

西村 純 先生
（済生会京都府病院）

E-2

14:30～16:00

循環器疾患に対するリハビリテーション
―身体機能・身体活動に着目して―

井澤 和大 先生
（神戸大学）

C-3

18:20～19:20

クリニカルリーズニング

堀口 遥 先生
（舞鶴赤十字病院）

B-2

佛教大学
紫野キャンパス
1号館517教室
（会場が変更となりました）

北部研修部

阿部 由平 先生
（舞鶴赤十字病院）

B-4

19:00～20:00

生涯学習と理学療法の専門領域

宮坂 淳介 先生
（京都大学医学部附属病院）

D-2

20:20～21:20

臨床実習指導方法論

井上 直人 先生
（京都医療センター）

E-1

18:20～19:20

臨床実習指導方法論

籔内 潤一 先生
（市立福知山市民病院）

E-1

19:30～20:30

生涯学習と理学療法の専門領域

梅田 匡純 先生
（京丹後市立弥栄病院）

D-2

9:00～12:00

第3回：『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』

永井 宏達 先生
（兵庫医療大学）

C-5

13:30～16:30

第4回：『呼吸器慢性疾患と息切れ
のメカニズム～検査のみかた～』

長尾 大志 先生
（滋賀医科大学医学部附属病院
呼吸器内科）

C-3

11月9日（土） 13:00～18:40
11月10日（日） 9:00～17:10

運動学に基づいた運動療法の理論
と実際

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

C-2

11月17日（日） 9:00～12:00

肩関節の運動機能と評価

千葉 慎一先生
（医療法人社団裕正会ウェルケア
わきた整形外科病院）

C-2

第30回 京都府理学療法士学会
※第6回日本地域理学療法学会学術大会
（学術大会長 池添 冬芽先生）
と同時開催

学会長 江平 知子 先生
（聖ヨゼフ医療福祉センター）
準備委員長 南條 千人 先生
（京都医健専門学校）

理学療法士講習会
「パーキンソン病の理学療法」

石井 光昭 先生
（佛教大学）

C-1

神経

佛教大学
二条キャンパス
701号室

膝関節疾患に対する理学療法（仮）

赤羽根 良和 先生
（さとう整形外科）

C-2

運動器

京都橘大学優心館
6階（E601教室）

理学療法士講習会（応用編）
「下肢運動学と理学療法B」

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）

運動器
基礎

京都大学医学部
人間健康科学科

10月18日（金）

10月27日（日）

12月14日（土）
12月15日（日）

9:00～17:00

1月12日（日） 10:00～16:00
初日9:30～
2日目18:00

第59回

近畿理学療法学術大会

学会長 石井 光昭 先生
（佛教大学）
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新人教育部

舞鶴赤十字病院

症例報告・発表の仕方

10月9日（水）

新人教育部

新人教育部

19:30～20:30

3月29日（日）

新人教育部

新人発表部

10月4日（金）

1月25日（土）
1月26日（日）

新人教育部

C-6

9月29日（日）

12月8日（日）

担当

北部研修部

京都大学医学部
人間健康科学科

市立福知山
市民病院

地域
内部

運動器
基礎

新人教育部
新人教育部
北部研修部
北部研修部
生涯学習部

京都大学医学部
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

みやこめっせ

生涯学習部
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京都府理学療法士学会

～テーマ：「生きる」地域社会で生きていくために～
日

程：2019年12月14．15日

会

場：京都テルサ

参加費：4,000円
【大会企画】
◯教育講演１）「地域生活を考えたICUでの取り組み」（仮題）
小幡賢吾先生（岡山赤十字病院）
２）「姿勢と運動の専門家だからこそ目指したい！“ご機嫌に生きるためのシーティング”」
野村寿子先生（株式会社ピーエーエス

作業療法士）

３）「がん患者の地域社会での生活を支援する」
立松典篤先生（国立がん研究センター東病院）
４）「地域で生きる

介護予防と運動・栄養」

山田実先生（筑波大学）
５）「難病患者のリハビリテーション」（仮題）
出口幸一先生（天翔会

上田リハビリテーション診療所）

◯シンポジウム：「生きる」理学療法士としての生き方
○中西貴江先生（トヨタ自動車株式会社）
○瀬川栄一先生（A1’Sports medicine）
○田代雄斗先生（株式会社HILUCO）
演題募集中です。応募はホームページから可能です。多数のご応募お待ちしております。
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〈研修会のお知らせ〉
第4回新人教育部研修会

第5回新人教育部研修会

第6回新人教育部研修会

第7回新人教育部研修会

第8回新人教育部研修会

第9回新人教育部研修会

新人発表部第2回研修会

2019年度

日
会

時：9月29日（日）9：40～10：40（受付開始9：10）
場：佛教大学紫野キャンパス1号館517教室
（会場が変更となりました）
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-2
テーマ：クリニカルリーズニング
講 師：建内 宏重 先生（京都大学）
申込み方法：事前申し込みが必要です。
（応募者多数の場合抽選になる場合があります）

日
会

時：9月29日（日）13：00～14：00（受付開始12：30）
場：佛教大学紫野キャンパス1号館517教室
（会場が変更となりました）
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
講 師：西村 純 先生（済生会京都府病院）
申込み方法：事前申し込みが必要です。
（応募者多数の場合抽選になる場合があります）

日
会

時：10月9日（水）19：00～20：00（受付開始18：30）
場：京都大学医学部人間健康科学科
（第4～7回研修会とは会場が異なります）
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム D-2
テーマ：生涯学習と理学療法の専門領域
講 師：宮坂 淳介 先生（京都大学医学部附属病院）
申込み方法：事前申し込みが必要です。

日 時：2019年9月23日（月/祝日）10：00～11：30
テーマ：研究方法論（EBPT含む）｢理学療法士のための研
究のすすめ方｣
講 師：伊藤 郁乃 先生（国立病院機構 東京病院 リハビリ
テーション科）
会 場：京都大学医学部 人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新プロ：D-3
特 記：事前申込制です。

日
会

時：9月29日（日）11：05～12：05（受付開始10：40）
場：佛教大学紫野キャンパス1号館517教室
（会場が変更となりました）
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-4
テーマ：症例報告・発表の仕方
講 師：石井 光昭 先生（佛教大学）
申込み方法：事前申し込みが必要です。
（応募者多数の場合抽選になる場合があります）

日
会

時：9月29日（日）14：30～16：00（受付開始14：00）
場：佛教大学紫野キャンパス1号館517教室
（会場が変更となりました）
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-3
テーマ：循環器疾患に対するリハビリテーション
―身体機能・身体活動に着目して―
講 師：井澤 和大 先生（神戸大学）
申込み方法：事前申し込みが必要です。
（応募者多数の場合抽選になる場合があります）

日
会

時：10月9日（水）20：20～21：20（受付開始20：00）
場：京都大学医学部人間健康科学科
（第4～7回研修会とは会場が異なります）
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-1
テーマ：臨床実習指導方法論
講 師：井上 直人 先生（京都医療センター）
申込み方法：事前申し込みが必要です。

新人症例発表会

日 時：2019年9月23日（月/祝日）13：00～17：30（予定）
会 場：京都大学医学部 人間健康科学科
参加費：発表、参加ともに無料
単 位：発表者には｢新プロ：C-6 症例発表（3単位）｣
対 象：発表者はC-6単位未取得者
特 記：演題申込み期間等の詳細は京都府理学療法士会の
ホームページをご覧ください。

【第4～7回新人教育部研修会申し込み、受講可否について】
申し込みアドレス：https://ez-entry.jp/shinjin-2019-2/entry/
申込期間：7月16日（火）8時から8月31日（土）17時まで
受講可否の通知について：9月2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HPに掲載いたします。
【第8～9回新人教育部研修会申し込み、受講可否について】
https://ez-entry.jp/shinjin-2019-3/entry/
申込期間：8月1日（木）8時から9月13日（金）17時まで
受講可否の通知について：9月17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HPに掲載いたします。
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生涯学習部第3回研修会

生涯学習部第4回研修会

生涯学習部技術講習会

北部研修部主催第1回新人研修会

北部研修部主催第2回新人研修会

北部研修部主催第3回新人研修会

日 時：2019年10月27日（日）9：00～12：00
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 宏逹先生（兵庫医療大学）
会 場：京都大学医学部人間健康科学部
参加費：1,000円（京都府理学療法士士会員）
単 位：新プロ：C-5 認定・専門：地域

日 時：2020年1月12日（日）10：00～16：00
テーマ：膝関節疾患に関する理学療法（仮）
講 師：赤羽根 良和先生（さとう整形外科）
会 場：京都橘大学優心館6階（E601教室）
参加費：4,000円（京都府理学療法士士会員）
単 位：新プロ：C-2 認定・専門：運動器

日 時：2019年10月4日（金）19：30～20：30
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）
会 場：舞鶴赤十字病院
参加費：無料
単 位：B-4

№281

日 時：2019年10月27日（日）13：30～16：30
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附属病院）
会 場：京都大学医学部人間健康科学部
参加費：1,000円（京都府理学療法士士会員）
単 位：新プロ：C-3 認定・専門：内部

日 時：2019年10月4日（金）18：20～19：20
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）
会 場：舞鶴赤十字病院
参加費：無料
単 位：B-2

日 時：2019年10月18日（金）18：20～19：20
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）
会 場：市立福知山市民病院
参加費：無料
単 位：E-1

北部研修部主催第4回新人研修会

●北部研修部主催新人研修会●

日 時：2019年10月18日（金）19：30～20：30
テーマ：生涯学習と理学療法の専門領域
講 師：梅田 匡純 先生（京丹後市立弥栄病院）
会 場：市立福知山市民病院
参加費：無料
単 位：D-2

参加申し込み不要です。

●生涯学習部研修会●

第3回、4回の講習会の参加申し込みが開始
されております。
詳しくはホームページをご確認ください。

北部研修部第２回研修会

日 時：2019年11月17日（日）9：00～12：00
テーマ：肩関節の運動機能と評価
講 師：千葉 慎一 先生（医療法人社団裕正会ウェルケアわきた整形外科病院）
会 場：市立福知山市民病院
参加費：無料（京都府理学療法士会員）
※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」補助金から充当されています
単 位：新プロ：C-2 認定・専門：運動器、基礎
定 員：40名
申し込み方法：氏名、所属、経験年数、連絡先（個人のメールアドレス）を記載の上、京丹後市立弥栄病院リハビ
リテーション科の中西康二（k.nakanishi@yasaka-hsp.jp）までお申し込みください。
締め切り：2019年9月17日（火）
【学術局研修会受講の注意事項】

＊新人教育部研修会は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。
＊新人教育部研修会の定員は第4～第7回は230名、第8，9回は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。
＊第1回～第4回生涯学習部研修会の定員は200名、技術講習会の定員は40名です。定員を超過した場合は、先着順にて受講者を決
定いたします。受講可否については、申込サイト、およびホームページにてご連絡いたします。
＊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。
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理学療法士講習会（基本編）

日 時：2019年12月8日（日）9：00～17：00
テーマ：「パーキンソン病の理学療法」
講 師：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1号館701教室
受講費：3,000円
単 位：ポイント 新人教育プログラム C-1 神経系疾患の理学療法 認定・専門理学療法士履修ポイント 20ポイント
定 員： 120名
受講者決定方法：先着順
定員になり次第締め切り
申込期間：2019年9月8日（日）～2019年11月8日（金）
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：2020年1月25日（土）9：30（開始）～1月26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、O K C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）
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12月16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）

京都府理学療法士会

2019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：2019年11月9日（土）～11月10日（日）
11月9日 13：00～18：40（受付 12：30～）11月10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。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
＊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://forms.gle/8E5dvPeQP1LgyEWS8
応募締め切り：2019年10月20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10月30日までにメールにてご連絡いたします。
10月30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：
＊同一施設から複数名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、
下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、数時間経っ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。
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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社会局からのお知らせ
〈公益事業部からのお知らせ〉

「介助教室」スタッフ募集
毎年、公益事業部では介護職、看護職を対象に介助方法の講習会を開催しています。今年も、士会員の皆さまからもス
タッフを募集します♪
キャリアの浅いスタッフでも、事前勉強会を開催し、また当日は先輩ＰＴとペアとなりますので、安心して参加頂けます。
多くの方のご参加お待ちしております♪
【事前勉強会】令和元年10月28日（月）19時～
会場：京都第一赤十字病院
【介助教室】 令和元年12月1日（日）午前
会場：京都医健専門学校
応募はメールにてお願いします。詳細は折り返し、御連絡させていただきます。
件名を「介助教室スタッフ応募」とし、氏名、所属、経験年数を明記し、下のメールアドレスまでご連絡ください。
【お問い合わせ、スタッフ応募先】
公益事業部 介助教室係 アドレス：kpta.kaijo@gmail.com

〈地域包括ケア推進部からのお知らせ〉

地域包括ケアシステムに関する推進リーダー導入研修及び取得要件について（第2報）
研修会名：京都府理学療法士会推進リーダー導入研修②
日 時：2019年11月10日（日）9：30～17：30
会 場：京都医健専門学校
参加費：無料
特 記：導入研修①（2018年度または今年度京都府リハ三療法士会協議会ベーシック研修会）修了者のみ。推進リーダー
導入研修受講前にeーラーニングを終了しておいてください。順序が逆の場合は反映されません。免除要件は協
会HPをご覧ください。
＜今年度の士会指定事業＞
■京都府リハ三療法士会協議会「京都府人材養成・派遣支援事業」アドバンス研修会 9月29日（日）場所：ラボール京都
■
〃 フォローアップ（現任）研修会 2020年2月9日（日） 場所：未定
■認知症対策委員会研修会 10月13日（日）10：00～12：00 場所：京都医健専門学校
■京都府理学療法士学会または地域理学療法学会 12月14日～15日 場所：京都テルサ
■京都府訪問リハビリテーション実務者研修会 2020年 1月25日～26日 場所：未定

〈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結果（2019年5月実施分）〉

社会局 保険部 理事 田後 裕之
部長 秋本 喜英
平成30年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定より約1年が経過し、社会局保険部では各施設での現状につきましてアン
ケート調査をさせて頂きました。
診療報酬では「早期離床・リハビリテーション加算」「リハビリテーション計画提供料」「地域包括ケア病棟入院料」
「維持期リハビリテーション経過措置終了」の実状や効果、対応について、通所リハ、訪問リハでは「リハマネ加算算
定」の実状や対応について、訪問看護では「看護師との連携」を中心にご回答いただきました。また今後の懸念事項、要
望事項につきましてもたくさんのご意見をいただきました。
懸念事項（抜粋）
（診療報酬）
・維持リハ終了範囲の拡大
（入院および心大血管・呼吸器外来）
・介護領域資源の少なさ（特にST）
・廃用算定における病名、起算日（疾患別・早期）の煩雑さ
・点数減少と書類増加

（介護報酬）
・医師の関わりの増加
・リハマネ加算算定の基準がどう変わっていくのか
・通所における送迎減算
・長時間リハの今後
・計画診療（事業所医師）の今後

詳細報告は士会HP社会局のお知らせをご覧ください。
また2019年度診療報酬・介護報酬研修会として10月6日（日）、京都医健専門学校さんをお借りし「適時調査の実状」
「リハマネ加算算定の実状」の報告および各領域での意見・情報交換を目的としたグループワークを予定しています。詳
細は後日士会HP、およびLINEにて配信いたします。多くの会員のご参加をお待ちしています。

＜業務推進部からのお知らせ＞

業務推進部では、会員同士のつながりを強めるために、「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」を作り、メーリングリストを活用して情報交換に努めております。
現在メーリングリストに使用しているフリーメールGMOは12月2日をもってサービスが終了することになりまし
た。従いまして、情報交換の場は新規のネットワークシステムに切り替える予定です。移行について現在登録され
ている皆様には必ずご案内を差し上げますので、ご確認の上、必要なお手続きをお願いします。
新たなシステムにスムーズに移行し、今後更に会員の皆様にとって有意義な情報を提供させていただきます。
ネットワーク活動の推進に、今後共ご協力をよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら業務推進部（kyotoptg@gmail.com）まで、メールでお問合せ下さい。
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在宅ケアネットワークミーティングのご報告とお知らせ
５月１２日（日）京都医健専門学校で令和最初のネットワークミーティン
グがありました。テーマは「精神疾患をお持ちの方への在宅リハビリテー
ション」でした。介護保険前から訪問リハに取り組まれてきた宇治おうばく
病院の本岡哲先生に、貴重なご経験の中からご講話いただきました。PTの教
育の中ではなかなか学ぶ機会の少ない精神疾患ですが、在宅ではその問題を
抱える方に多く遭遇します。初めて取り組むテーマであり、最初は人が集ま
るかな…と心配でしたが、他職種を含め２０名以上の方の参加がありました。
非常にわかりやすく現場に即した３症例をご提示いただき、人の課題に向
き合うご意見や、身体を動かす機会等工夫について、明日から活かすことが
できる内容ばかりで、質疑応答も非常に盛り上がりました。このようなミーティングを行っていくことの大切さを再
確認できました。（本岡先生の講義資料については在宅ネットワークメーリングリスト上に掲載）
次回、１０月２０日（日）に「在宅の目標設定と卒業」をテーマとしたミーティングを開催します。詳細はホー
ムページに掲載いたしますので、業務推進部のお知らせをご覧下さい。
業務推進部部長 鶴谷 啓明

小児ネットワークミーティング（北部）に参加して
５月１９日（土）に舞鶴西駅交流センターで開催された小児ネットワー
クミーティングに参加しました。講演では、京都第一赤十字病院の大場先
生からＧＣＵやＮＩＣＵ入院児の傾向や理学療法士の関わり、中丹東保健
所の高橋先生からは在宅療養支援について体制から実際の支援までを分か
りやすくお話しいただきました。普段、なかなか聞かせてもらえる機会の
少ない内容でもあり、多くの学びを得ることができました。
講演後の情報交換・交流会では、まだまだ関わるセラピストの少ない小
児分野であることに加え、京都府北部地域での開催であることもあり、ど
のくらいの人数が集まるのだろうか？との不安もありましたが、南部から
の参加も多くみられ、作業療法士や保健師の方など他職種の参加もあり、
短い時間でしたが内容の濃い有意義なディスカッションができました。京都府北部地域、特に小児分野では、専門
的に関わる理学療法士は極少数であり、今回のような府内全体の視点でのネットワーク構築が必要であり、更に理
学療法士だけのネットワークでは対応できないことも多く、他職種を巻き込んだネットワーク化を図ることが必要
だと考えています。今回、そのきっかけを作っていただいたことに感謝するとともに、この輪が強く、大きくなる
ためのお手伝いができればと思います。
京都府北部リハビリテーション支援センター 山元 顕太

委員会等からのお知らせ
〈認知症対策委員会研修会（士会指定事業）〉

日 時：2019年10月13日（日）10：00～12：00予定（受付開始9：30～）
テーマ：『認知症のある方のリハビリテーション ～セラピストとして大切にすべき援助視点と方法～』
講師名：白井 はる奈 先生（佛教大学保健医療技術学部 作業療法学科 准教授）
場 所：京都医健専門学校 第2校舎 2201、2202教室
参加予定人数：80名 ※応募多数の場合は先着順とさせて頂きます。
申し込み方法：下記のメールアドレスよりお申込み下さい。
申し込み期間：ホームページをご参照ください。
参加費：無料
問い合わせ先：一般社団法人 京都府理学療法士会 認知症対策委員会 kyoto.ninchisho@gmail.com まで。
※この研修は、
『 士会指定事業』になります。地域包括ケア推進部からのご案内もご確認頂き、
ご注意の程宜しくお願い致します。
認知症対策委員会 担当理事 中本隆幸

〈京都府リハビリテーション三療法士会協議会からのお知らせ〉

6月2日（日）「京都府人材養成・派遣支援事業」ベーシック研修会が開催されました。
今年度は合計85名の参加がありました。内訳はPTが56名、OT23名、ST5名でした。ベー
シック研修会に参加された方は引き続きアドバンス研修会の参加をおねがいします。
研修会名：「京都府人材養成・派遣支援事業」アドバンス研修会
日 時：2019年9月29日（日）10：00～16：50
会 場：ラボール京都
参加費：無料
定 員：90名
申し込み：左記のQ Rコード、もしくは士会H Pから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。
応募締切：9月20日
問い合わせ先：メールアドレス kyoto.pos.kyougikai@gmail.com
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事務局からのお知らせ
1．楽天クレジットもしくはニコス自動振替の登録していただいていますか？
今年度、日本理学療法士協会からの振込用紙にて会費を納入された方は、来年度以降の円滑な会費の納入のため
に、至急楽天カードかニコス自動振替の登録をお願いします。
☆楽天クレジット☆
楽天クレジットは、日本理学療法士協会ホームページ上の「マイページ」から申し込み下さい。申込方法がご不
明な場合は、日本理学療法士協会の事務局まで直接お問い合わせ下さい。（電話番号：03-6804-1421）
☆ニコス自動振替☆
円滑な会費の納入のためには、ニコス自動振替も利用することができます。申込される方は、士会事務局までご
連絡下さい。但し、楽天クレジットと違い、自動振替は引落し期日に会費金額以上の残高がないと引落不可となり
ますので、口座の残高にはご注意下さい。
2．楽天クレジットで3月27日に2019年度の会費が引き落とされていますか？（現在楽天クレジットをご利用いた
だいている方）
楽天クレジットの登録をしているにもかかわらず、会費が引き落とされず未納状態となっている方がいらっしゃ
います。その理由としては下記のようなことが考えられます。
＜楽天カード登録済で未納になってしまう理由＞
・カードの利用限度額を超過している
・マイページに登録されているカード情報が古いままである（有効期限切れも含む）
・カードが利用停止状態になってしまっている（支払の遅滞やカードの受取不備等）
＜更新情報の反映について＞
元々ご自身でお持ちの楽天カードを登録された場合や、一般向けの楽天カードのサイトから新規申込をされた場
合については、ご自身でマイページの登録情報を変更していただくことが必要です。 解決方法としましては、まず
はマイページにて、ご自身の登録されているカード情報が現在手元にお持ちのカードの番号・有効期限と相違ない
かどうかをご確認いただくこととなります。相違があればマイページ上にて修正いただき、なければカードの有効
性を楽天カード㈱へお問い合わせいただく必要がございます。なお、楽天カード決済が不能となってしまった方に
関しましては、適宜日本理学療法士協会より個別にメールで通知しておりますのでご確認ください。
3．日本理学療法士協会に届けている情報は更新していますか？
現在、連絡不能となっている方が多数おられます。異動・住所変更、改姓などされましたら、必ず日本理学療法
士協会のマイページより、メールアドレスを含めた情報の更新をお願いします。また、本会の運営は、会員の皆様
から納入いただいた会費で成立しています。会費についてご不明な点がございましたら、下記まで御連絡下さい。
一般社団法人京都府理学療法士会 事務局 （E-mail kpta.jimu@gmail.com）

京都府理学療法士会 LINEアカウント
ホームページの更新情報、研修会のアナウンスや保険情報などを定期的に発
信していきます。
是非ご参加ください。
【登録方法】
1）IDで検索で検索

「@uth3585x」

2）QRコードで検索
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