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第 6 回日本地域理学療法学会学術大会、第 30 回京都府理学療法士学会 スタッフの皆様
（2019 年 12 月 14-15 日 京都テルサにて）
第 30 回京都学会開催報告、今年度の第 31 回開催のご案内は 10 ページに掲載しています！
新型コロナウイルス感染症への対応として、中止・延期となった事業（研修会、府民公開講座など）がございます。
詳細は研修会予定表、ホームページでご確認ください。
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● 2020 年度 地域局 ブロック化事業にむけて
2020 年度より新たな組織として「地域局」が立ち上がりました。主な事業内容は京都府下におけるブロック化の
推進です。
今回、事業に先立ちましてブロック化の目的、方向性、2020 年度の目標につきましてご紹介させていただきます。
ブロック化の目的
職能団体としての組織強化
在籍、従事する理学療法士への還元
地域社会への貢献

人材把握 循環的＆横断的ネットワーク構築 公益事業等への対応など
情報共有 相談窓口（業務支援やキャリアアップ） 研修会活性化など
地域共生社会への協働 迅速かつ効果的な専門サービスの提供 災害支援など

ブロック化方向性
「何かがおこったときに対応できる」「お互いに気軽に相談しあえる」「地域社会からの要望に対して対応できる」
理学療法士間の近隣コミュニティおよび多方面ネットワークを構築する
2020 年度達成目標
京都士会としてのブロック化活動の見える化（方向性、段階的達成目標、手段）と会員への周知
京都府士会員の実状把握（アンケート 意識、現状、希望等の調査）
各ブロックリーダー（ブロック長）の選出と地域人材の発掘
各ブロック会議の開催
（可能であれば）ブロックでのイベント（意見交換会 + 懇談会）実施
地域でのコミュニティ、ネットワーク構築においては、すでに京都府下で活動を進めている、他の団体、グルー
プ等との連携を取りながら進めていきます。詳細は 6 月の総会以降に発信させていただきます。ご理解ご協力をお
願いします。
地域局局長 田後 裕之

●南区で先立って行われたブロック化事業に関するアンケート結果（抜粋して掲載）

ブロック化検討委員会 中島 基公 / 阪東 美可子
詳細な報告はホームページをご覧ください！
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●広報部主催 2020年度NOW連載企画～○○部さんの活動ってどんなこと？～
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●京都JRAT研修会開催報告

−4−

№283

令和２年５月25日

京都府理学療法士会ニュース

№283

●管理職ネットワークミーティング開催報告

在宅ケアネットワークミーティング
小児ネットワークミーティング

開催報告

開催報告

第16回京都訪問リハ実務者研修会

開催報告

を士会HPに掲載しておりますので併せてご閲覧ください。
また各種ネットワーク（管理職ネットワーク、在宅ネット
ワーク、小児ネットワーク）登録希望の方は
kyotoptg@gmail.comへ所属とお名前をご連絡ください。
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2020 年度】

※ 5 月 31 日に予定していた新人必須研修会は 11 月 22 日、8 月 8 ～ 9 日に予定していた新人技術講習会は 2 月 13 ～ 14 日にそれぞれ延
期となりました。
日程

時間

テーマ

6月7日（日）

13:00～16:00

運動器理学療法と物理療法

7月5日（日）

9:00〜12:00

筋力トレーニング・生理学（仮）

7月5日（日）

13:30～16:30

疼痛について（仮）

13:00～14:30

7月19日（日）

9月6日（日）

15:00～16:30
16:55～17:55

クリニカルリーズニング

18:20～19:20

症例報告・発表の仕方

9:40～10:40

コーチングとティーチング

11:05～12:05

一次救命処置と基本処置

13:00～14:00

社会の中の理学療法

14:30～16:00

神経難病のリハビリテーション（仮）

9月12日（土）
～
9月13日（日）
10月4日（日）

10月9日（金）

10月11日（日）

10月23日（金）

11月1日（日）

11月11日（水）

統計方法論
〜怖くない統計学と臨床研究〜
褥瘡予防のためのポジショニング
－安楽を基本においた関わり方－

下肢の運動学と理学療法A
9:00〜12:00

ニューロリハビリテーション（仮）

13:30〜16:30

呼吸リハビリテーション（仮）

18:20～19:20

クリニカルリーズニング

19:30～20:30

症例報告・発表の仕方

10:00～11:30

研究方法論（EBPT含む）
（仮）

13:00～17:30
（予定）

新人症例発表会

18:20～19:20

臨床実習指導方法論

19:30～20:30

生涯学習と理学療法の専門領域

9:30～12:30

脳卒中の理学療法（仮）

19:00～20:00

生涯学習と理学療法の専門領域

20:20～21:20

臨床実習指導方法論

10:00～11:00

協会組織と生涯学習システム

11:00～12:00

理学療法と倫理

11月22日（日） 13:00～14:00

理学療法における関連法規

14:10～15:10

人間関係及び接遇

15:20～16:20

リスクマネジメント

12月6日（日）
1月24日（日） 10:00～17:00

パーキンソン病の理学療法
第31回京都府理学療法士学会
－理学療法評価の科学的技術－

1月30日（土）
～
1月31日（日）

下肢の運動学と理学療法B

1月31日（日） 10:00～16:00

摂食・嚥下について（仮）

2月13日（土）13:00～18:40
～
2月14日（日）9:00～17:10

運動学に基づいた
理学療法の理論と実際

新プロ
単位

講師
坂口

顕

認定
専門
領域

先生

会場

担当

市民交流プラザ

C-2
物理療法
北部研修部
新型コロナウイルス感染症対策のため、
中止または延期となりました。
（兵庫医療大学）
ふくちやま
谷本 道哉 先生
京都大学医学部
C-2
基礎・運動器
生涯学習部
（近畿大学）
人間健康科学科
新型コロナウイルス感染症対策のため、
中止となりました。
大鶴 直史 先生
C-1
基礎・神経
生涯学習部
（新潟医療福祉大学）
加葉田 大志朗 先生
B-3
新人発表部
（大阪市立大学）
田中 マキ子 先生
C-4
（山口県立大学）
佛教大学
新型コロナウイルス感染症対策のため、中止または延期となりました。
二条キャンパス
建内 宏重 先生
B-2
新人教育部
（京都大学）
石井 光昭 先生
B-4
（佛教大学）
西村 純 先生
E-2
（済生会京都府病院）
南角 学 先生
B-1
（京都大学医学部附属病院）
佛教大学
新人教育部
新型コロナウイルス感染症対策のため、
中止または延期となりました。
小寺 翔馬 先生
二条キャンパス
D-1
（蘇生会総合病院）
寄本 恵輔 先生
（国立精神・神経医療研究センター）

C-1

市橋 則明 先生
京都大学医学部
建内 新型コロナウイルス感染症対策のため、
宏重 先生
基礎・運動器 中止となりました。
人間健康科学科
（京都大学）
牛場 潤一 先生
C-1
基礎・神経
（慶應義塾大学）
京都橘大学
生涯学習部
神津 玲 先生
C-3
内部
（長崎大学）
石飛 千尋 先生
Ｂ-2
（京都府立医科大学附属北部医療センター）
舞鶴赤十字病院
北部研修部
阿部 由平 先生
Ｂ-4
（舞鶴赤十字病院）
浅井 剛 先生
D-3
（神戸学院大学）
京都大学医学部
新人発表部
人間健康科学科
C-6
籔内 潤一 先生
（市立福知山市民病院）
梅田 匡純 先生
（京丹後市立弥栄病院）
脇田 正徳 先生
（関西医科大学附属香里病院）
宮坂 淳介 先生
（京都大学医学部附属病院）
井上 直人 先生
（京都医療センタ―）
堀江 淳 先生
（京都橘大学）
麻田 博之 先生
（蘇生会総合病院）
田後 裕之 先生
（京都岡本記念病院）
関 恵美 先生
（京都民医連あすかい病院）
山本 崇 先生
（京都大学）
石井 光昭 先生
（佛教大学）
学会長 建内 宏重 先生
準備委員長 太田 恵 先生
市橋 則明 先生
建内 宏重 先生
（京都大学）
森 憲一 先生
（おもて整形外科）
市橋 則明 先生
建内 宏重 先生
（京都大学）

Ｅ-1
Ｄ-2
Ｃ-1

神経

D-2
E-1

市立福知山市民病院

北部研修部

京丹後市立弥栄病院

北部研修部

京都大学
人間健康科学科

新人教育部

京都教育
文化センター

新人教育部

A-2
A-1
A-5
A-4
A-3
佛教大学
二条キャンパス
京都市呉竹
文化センター

C-3
C-2

学会部

基礎・運動器

京都大学医学部
人間健康科学科

内部

京都橘大学優心館

生涯学習部

京都大学
人間健康科学科

新人教育部

参加にあたっては次ページの注意事項、士会ホームページをご確認ください。

−6−

令和２年５月25日

京都府理学療法士会ニュース

№283

【研修会に参加する際の注意事項】
＊コロナウイルスの感染拡大防止のため、予定している研修会が中止・延期となる場合があります。また、自然災害等に
ついても直前に中止・延期となる場合があります。中止・延期の際は、京都府理学療法士会のホームページにて御案内
いたしますので、事前に必ずご確認をお願いします。
＊新人教育部研修会のすべて（新人必須初期研修を除く）、新人発表部研修会、生涯学習部の研修会、技術講習会は、す
べて事前申し込み制です。詳細は、ホームページでご確認ください。
＊新人教育部および新人発表部の研修会の定員は230名（京都大学が会場の場合180名）、生涯学習部の研修会の定員は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、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、ホームページ及び申し込みサイトにてご連絡いたします。なお、抽選は2020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。
＊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。
＊C-6単位を新人症例発表会以外の発表（他の学会等）で取得される方は、士会ホームページに掲載の手順をご確認頂き申
請してください。
※生涯学習部研修会は参加費1,000円、技術講習会は4,000円となっております。
※2020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。なお、申し込みにつきましては「参加申し込みシステム」による
事前申し込みは行いませんが、今後ホームページ等でお知らせいたします各研修会の参加要領に従いご参加ください。

●研修会のお知らせ
※主に2020年4月～9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

・第1回小児ネットワークミーティング
日 時：2020年5月10日（日）13：00～16：00
テーマ：障がい児リハビリテーション
講 師：信迫 悟志先生（畿央大学）
新型コロナウイルス感染症対策のため、延期となりました。開催日が決まりましたらHP、小児ネットワーク内
（Slack）にてお知らせいたします。（ネットワーク登録希望の方は５Pを確認下さい）
・生涯学習部 第２回研修会
日 時：2020年7月5日（日）13：30～16：30
テーマ：疼痛について（仮）
講 師：大鶴 直史先生 （新潟医療福祉大学）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：1000円
中止となりました。
単 位：新人教育プログラムC-1
認定・専門：神経

・北部研修部 第１回研修会
日 時：2020年6月7日（日）9：00～12：00
テーマ：運動器理学療法と物理療法
講 師：坂口 顕先生（兵庫医療大学）
会 場：市民交流プラザふくちやま
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料
中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラムC-2
認定・専門：物理療法
定

員：未定

・生涯学習部 第１回研修会
日 時：2020年7月5日（日）9：00～12：00
テーマ：筋力トレーニング・生理学（仮）
講 師：谷本 道哉先生 （近畿大学）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：1000円
中止となりました。
単 位：新人教育プログラムC-2
認定・専門：運動器 基礎

・新人発表部 第1回研修会
日 時：令和2年7月19日（日）13：00～14：30
テーマ：統計方法論 ～怖くない統計学と臨床研究～
会 場：佛教大学 二条キャンパス
講 師：加葉田 大志朗先生（大阪市立大学）
参加費：無料
新型コロナウイルス感染症対策のため、
単 位：新人教育プログラムB-3
中止または延期となりました。
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・新人教育部第1回研修会
日 時：7月19日（日）15：00～16：30（受付開始14：30）
テーマ：褥瘡予防のためのポジショニング ･
－安楽を基本においた関わり方－
講 師：田中 マキ子先生（山口県立大学）
新型コロナウイルス感染症対策のため、
会 場：佛教大学
二条キャンパス 701教室
参加費：無料 中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム C-4
・新人教育部第2回研修会
日 時：7月19日（日）16：55～17：55（受付開始16：30）
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）
新型コロナウイルス感染症対策のため、
会 場：佛教大学
二条キャンパス701教室
中止または延期となりました。
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-2
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・新人教育部第5回研修会
日 時：9月6日（日）11：05～12：05（受付開始10：40）
テーマ：一次救命処置と基本処置
講 師：南角 学先生（京都大学医学部附属病院）
会 場：佛教大学 二条キャンパス701教室
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料
中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム
B-1
・新人教育部第6回研修会
日 時：9月6日（日）13：00～14：00（受付開始12：35）
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）
会 場：佛教大学 二条キャンパス701教室
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料
中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム
D-1

・新人教育部第3回研修会
日 時：7月19日（日）18：20～19：20（受付開始17：55）
テーマ：症例報告・発表の仕方
講 師：石井 光昭先生（佛教大学）
会 場：佛教大学
二条キャンパス701教室
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料 中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム B-4

・新人教育部第7回研修会
日 時：9月6日（日）14：30～16：00（受付開始14：00）
テーマ：神経難病のリハビリテーション（仮）
講 師：寄本 恵輔先生･
（国立精神・神経医療研究センター）
会 場：佛教大学
二条キャンパス701教室
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料 中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム C-1

・新人教育部第4回研修会
日 時：9月6日（日）9：40～10：40（受付開始9：10）
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）
会 場：佛教大学 二条キャンパス701教室
新型コロナウイルス感染症対策のため、
参加費：無料
中止または延期となりました。
単 位：新人教育プログラム
E-2

・新人発表部 第2回研修会
日 時：10月11日（日） 10：00～11：30
テーマ：研究方法論（EBPT含む）（仮）
講 師：浅井 剛先生（神戸学院大学）
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-3

●2020年度新人必須初期研修 ※5月31日から延期となりました。

下記日程で2020年度京都府理学療法士会新人研修会（必須初期研修）を開催します。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。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。
日 時：11月22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、テーマについては京都士会ホームページをご確認ください。
【新生涯学習制度への移行について】
新型コロナウイルス感染予防のため、新生涯学習システムへの移行が1年延期となり、2021年度からとなりました。
また、今年度につきましては、対面研修に加えて、入会1～2年目の方も協会e-learningでの受講も可能となってい
ます。（有料）
e-learningの詳細は協会ホームページをご確認ください。
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●京都府理学療法士会2020年度 新人技術講習会～運動学に基づいた運動療法の理論と実際～
テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際
日 時：2020年8月8日（土）13：00～18：40（受付 12：30～）～8月9日（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。･
・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。
＊例年、人技術講習会は2回行っておりましたが、本年度は1回のみの開催になりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、8月8日－9日に開催予定の
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
新人技術講習会については2021年2月13日―14日に延期となりました。
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
申し込み等詳細が決まりましたらホームページに掲載致します。
（京阪「神宮丸太町」駅下車、または、京都市バス「熊野神社前」「丸太町京阪前」バス停下車）
受講費：5,000円
定員：50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。
https://forms.gle/dtZY3E2CgoWuE8sN8
応募締め切り：2020年7月12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24日までにメールにてご連絡いたします。
7月25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 ･
簗瀬 康（TEL：075-751-3935、e-mail： kyoto.shinjin＠gmail.com）
＊可能な限りメールでのお問合せをお願いいたします。

●理学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と理学療法A」
新型コロナウイルス感染症対策のため、9月12日―13日に開催予定の理学療法士講習会(応用編)
「下肢の運動学と理学療法A」については開催中止となりました。
2021年1月30日―31日に開催予定の理学療法士講習会(応用編)「下肢の運動学と理学療法B」にて
同内容を研修予定です。
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）

●2020年度 新人症例発表会開催のお知らせ
日 時：2020年10月11日（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：京都府理学療法士会会員（発表者はC-6単位未取得者）
演題申込み：ホームページをご参照ください
◆演題登録期間：2020年5月11日（月）9：00～7月15日（水）17：00必着
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com

★座長募集のお知らせ★

新人症例発表会の座長を募集致します。
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2020」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、代表者名と役職（公文書の郵送に必要です）、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：2020年7月31日（金）17：00必着
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第31回京都府理学療法士学会
－理学療法評価の科学的技術－
この度、第31回京都府理学療法士学会を、2021年1月24日に京都市呉竹文化センターにて開催することとなりました。
本学会のテーマは「理学療法評価の科学的技術」としました。理学療法士の能力の差は何によって生じるかを考
えたとき、それは主に理学療法評価の能力であると考えます。効果的な治療を展開するために適切な評価が必要であ
ることは言うまでもありませんが、確立された評価方法が限られる理学療法の領域において、評価を適切に行うこと
は容易ではありません。そこには、 様々な研究による科学的知見とともに感性や臨床的経験に基づいた高度な判断、
すなわち科学的技術が求められます。したがって、理学療法評価の科学的技術は、多くの臨床家が集う学会の場で議
論すべきテーマであると考えました。また、 個々の理学療法評価の技術を高めることは、同時に理学療法評価の標
準化を見越したものである必要もあります。理学療法評価の標準化は、日本理学療法士学会の重点項目としても定め
られており、一人一人の理学療法士の知見を蓄積し広く理学療法の効果を発信していくために必須のことと考えてい
ます。本学会は、この古くて新しい課題について、大いに議論する場にしたいと考えています。
本学会では、運動器系と神経系の理学療法に焦点を当てました。特別講演は、杉山肇先生に股関節鏡視下手術の
第一人者としてのお立場から貴重な知見の数々をご講演いただく予定です。教育講演では、最新の科学的知見を踏ま
えた興味深いトピックスを、小栢進也先生と久保田雅史先生にそれぞれご講演いただきます。また、運動器系・神経
系理学療法それぞれの分野について、理学療法評価の科学的技術をテーマとしたシンポジウムを予定しています。多
くの方々のご参加をお待ちしております。
【日 程】2021年1月24日（日）
【会 場】京都市呉竹文化センター（近鉄・京阪 丹波橋駅下車すぐ）
【学会長】建内 宏重
【参加費】会員 2,000円、会員外 5,000円、学生 500円（会員とは日本理学療法士協会会員を指します）
【一般演題募集】募集期間：8月1日（土）～9月30日（水）･
詳細については、今後、NOWやホームページでお知らせします。
【プログラム】
特別講演：関節鏡所見からみた股関節の病態と臨床所見･
杉山 肇先生（神奈川リハビリテーション病院）
教育講演1：多関節の運動学 －理論と変形性膝関節症患者への応用－･
小栢 進也先生（埼玉県立大学）
教育講演2：急性期からの脳卒中リハビリテーション －理論と実践－･
久保田 雅史先生（福井大学医学部附属病院）
シンポジウム1：変形性股・膝関節症患者に対する理学療法評価の科学的技術･
シンポジスト3名による話題提供と総合討論を予定
シンポジウム2：脳卒中片麻痺者に対する理学療法評価の科学的技術･
シンポジスト3名による話題提供と総合討論を予定
【問い合わせ】メールにてご連絡ください（31kyotogakkai@gmail.com）

●第30回京都理学療法士学会 開催報告
去る2019年12月14～15日、京都テルサにて京都府理学療法士会を開催いたしました。
今年は、日本地域理学療法学会との合同学会である事から、“「生きる」地域社会で生きていくために”という
テーマを掲げました。
この二日間で、５つの教育講演から、私たち理学療法士は対象となる方々と向会う時に一人一人の「生活」を、
忘れてはならないという事を学び、また、シンポジウムでは、私たちの働く場の多様性を感じられたことと思います。
さらに、今回は、口述発表に29題の演題が寄せられ、活発な意見の交換がされました。
京都学会からの入場が217名と、多くの方のご参加をいただき、熱意を持った雰囲気の中、閉会することができま
した。ひとえに、ご協力頂いた皆様のおかげと感謝申し上げます。
2020年度は1日開催の学会に戻りますが、建内学会長のもとで、更なる盛会な学会になることを祈念しております。
第30回京都理学療法士学会
学会長 江平知子
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○社会局のお知らせ○

●今年度より業務推進部と地域包括ケア推進部は職能部に名称が変更となりました。
活動の詳細につきましては、次号の特集をご覧ください。

●理学療法の日
研修会名
日 時
会 場
参加費
特 記

京都府民公開講座

京都府民公開講座
2020年7月12日（日）9：30～12：00
未定（京都駅周辺を予定）
新型コロナウイルス感染症対策のため、7月12日に開催予定の
無料
理学療法の日 京都府民公開講座は中止となりました。
詳細が決まり次第、当会HPやポスターでお知らせします

●アンケート調査へのご協力のお願い

各施設リハビリ部門責任者・役職者の皆様へ
「診療報酬・介護報酬改定への各施設の対応調査」や「保険部研修会への要望、意見等」をうかがいたく、アン
ケートを実施するはこびとなりました。5月号のNOWに同梱されていますアンケートの貴施設に該当される項目に
つきまして、6月15日（月）までに回答をお願いします。この結果をもとに今年度の保険部研修会の企画立案を行な
う予定です。（10月下旬予定）ご協力よろしくお願いいたします。
保険部担当理事 田後 裕之
同部長 秋本 喜英

●地域ケア会議及び介護予防推進リーダー取得を目指す方へ

2020年度も昨年同様、上記推進リーダー導入研修の一部は京都府リハ三療法士会協議会主催「京都府地域人材養
成・派遣支援事業ベーシック研修会」として開催予定しております。リーダー取得には事前のe-ラーニングが必要
ですので協会HPで制度の詳細をご覧ください。※新人研修プログラム修了者が対象です。
Step1 e-ラーニング
Step2 導入研修
■推進リーダー導入研修①（「京都府地域人材養成・派遣支援事業ベーシック研修」）6月中旬予定 会場未定
■推進リーダー導入研修② 午前：地域ケア会議推進リーダー･
午後：介護予防推進リーダー 9～10月予定 会場未定
Step3 士会指定事業
今年度の当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。

●2020年度「講師が現場に出向く、出張型介助教室」講師派遣依頼を募集中

公益事業部では、介護・医療従事者の方々の腰痛予防に寄与することを目的に、講師が現場に出向く、出張型介
助教室の講師派遣依頼を募集しています。PTが在籍していない関連施設などに、ぜひご案内ください。
【概要】
対 象
PT・OT以外の医療・介護従事者（経験は不問）
開催日時 応相談
テーマ 「無理なく安全にできる介助教法」具体的内容は応相談
新型コロナウイルス感染症対策
講 師
公益事業部部員
会 場
ご依頼元の職場、事業所
のため、出張型介助教室の開
内 容
スライドを用いた講義と、介助方法の実技講習（60～90分程度）
催は当面自粛致します。
出張費、講師料不要
詳細、講師派遣ご依頼方法は士会ホームページをご覧ください。

2019年よりLINEアカウントを開設しています！
2021年度よりNOWが電子化となると、情報を入手するためにはLINE加入が必須となりま
す。皆様、今年度中にご加入ください！
【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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●事務局のお知らせ

★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をお願いい
たします。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。
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。よろしくお願
いいたします。
★メールアドレスは登録されていますか？変わってはいませんか？★
メールアドレスは必ずご登録下さい。事務局から連絡がある場合にメールで連絡させていただくことがございま
す。メールアドレスの登録がなければ職場にお電話させていただくことになりますのでご了承ください。
★令和２年度の会費は納入されていますか？★
会費の納入は前納制のため、令和2年3月末日が令和2年度の会費納入期限でした。このNOWを手に取られている
時点で令和2年度の会費をまだ納入されていない方は未納のため、会員資格が停止されている状態です。特に口座振
替の方は、引き落としがされているかどうか必ずご確認ください。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くれぐれもご注意ください。
一定の期間、会費が納入されない場合は会員資格の喪失により退会となりますので、該当される方は協会から郵
送されている振込用紙にて会費の納入をして下さい。
未納者には協会から振込用紙と案内が再度送付される予定です。用紙を紛失された方は協会事務局（03-68041421）へ連絡してください。なお、京都府士会の口座への入金による納付は現在廃止しておりますのでご注意下さい。
協会から振込用紙が届かない場合は、住所不明になっている可能性がございますので、協会事務局（03-68041421）へ至急ご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

●2019年度総会のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、ＷＥＢ総会、書面のみの総会開催について協議をしてまい
りました。しかし現状にてＷＥＢ総会開催には資金面・準備期間共に不十分であり、書面総会は士会員全員
の議決権行使書の返送が得られないと総会成立とならない為不可能と判断し、やむを得ず対面総会を開催す
る事となりました。しかしながら、三密を防ぐために、できる限り少人数で行ないたいと考えております。
そこで今回は初の試みですが、委任状に加え、書面にて議決権を行使できるように変更し、「出席」・「議
決権行使」・「委任」の3つの選択肢をご用意いたしました。
会員の皆様には出席はできる限り控えて頂き、書面での議決権行使・もしくは委任という形での総会への
ご参加をお願いしたく存じます。
日時 2020年6月28日（日）14：00～
場所 京都橘大学 明優館2階D202教室（予定）
※会場が急遽変更となる場合がございます。その場合は京都府士会ホームページ、LINE等でアナウンス致
します。当日必ずご確認下さい。

○2020・2021年度役員選挙のお知らせ

任期満了につき2020・2021年度の役員選挙が行われます。
京都府理学療法士会の理事（会長を含む）と監事を決定する選挙です。
選挙日：2020年6月28日（総会開催日）
2020・2021年度役員選挙については会長・理事・監事共に定数内にて無投票当選となりました。
立候補者名簿は総会資料または士会ホームページをご覧ください。
総会、役員選挙での日程が例年と異なっておりますのでご注意ください。
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