２０２０年度第３回理事会議事一覧
開催日時：２０２０年７月２７日(月)１８：３０～２１:００
開催場所：ＺＯＯＭ（ＷＥＢ会議）
出席者 ：麻田、関、中本、苅谷、堀江、江平、田後、梅田、南角、西村、小寺、阪東、佐藤、安彦、
建内、田村、鶴谷、伊藤、市橋
欠席
：井上
書記
：東
★報告事項
１、事務局：
①総務部
・公文書発行：No.1 講師派遣依頼（北部研修部）No.2 講師依頼・原稿執筆依頼（北部研修部）No.3 後援依
頼京都市（京都学会）No.4 後援依頼京都府（京都学会）No.5 理事就任承諾依頼 No.6 保健医療功労者等表彰
の推薦 No.7・10・21-24 司会派遣依頼（京都学会）No.8-9・11-12 講師派遣依頼（京都学会）No.13-20 講師
依頼（京都学会）No.25-33 学会抄録執筆依頼（京都学会）No.34－36 総説論文執筆依頼（京都学会）No.3738 講師派遣依頼（新人発表部）No.39-40 講師依頼（新人発表部）
②財務部：在会者数 2789 人（内入会手続き中 53）
（7 月 20 日時点）
支払方法：楽天 2132 名（内入会手続き中 8）口座振替 328 名（内入会手続き中 10）現金振込 329 名（内入会
手続き中 35）
新入会者数 211 名（内入会手続き中 53 名・協会の会費支払いのデータに未反映 8 名）
退会者数（2020/4/1～2020/7/20）46 名（任意退会 20 名、未納退会 10 名、休会経過退会 16 名（内 4 名は休
会経過退会取り消し予定）
）
復会者数（同上）27 名、転出者数（同上）90 名、転入者数（同上）41 名
以上、苅谷理事より報告
２、社会局：
① 公益事業部
○以下の二つの企画について検討中です
・公開講座中止に伴い、理学療法の日、または 7 月～8 月中に府民に対する啓発活動を企画中。
・出張型介助教室再開に向けて、密を避けた開催方法を検討する。
② 職能部
○9 月 5 日に予定している在宅ネットワークに関して
中部総合医療センター（講堂）を会場とさせていただく予定でしたが、現状（感染症の状況）から使
用が困難であるということから、会場とミーティング内容について再検討しています。
江平理事より報告
③ 災害対策部：九州豪雨災害 JRAT 活動について
・被害、避難所対応はあるが JRAT 熊本、地域リハ広域支援センターで対応
・京都 JRAT としては情報収集のみ
田後理事より報告
３、地域局：ブロック化 今後の予定
・府士会としての京都府リハ支援センターへの挨拶完了後、圏域支援センターへ協力依頼
・8～9 月中に WEB による担当理事会議を予定
・その後、局長、副局長、担当理事、支援センター担当者で WEB によるブロックごとの会議予定
田後理事より報告
４、その他
① 京都府リハビリテーション三療法協議会 役員会報告：別紙資料
② リハ就業フェアの開催について
苅谷理事：Web で開催する方向と決定。完全予約制にてミーティングルームに入室の形。
求職者に関しては、複数の施設に入ることが可能な状態にする予定。
③ SKY フェスタ → 中止
④ 災害支援 研修会 → 協議中
⑤ 臨床実習指導者講習会 → 未定

★討議事項
１、事務局：
①総務：士会内の連絡体制について
＜メールの分類＞
…主な内容
１）会長・副会長
…急ぎ相談必要な内容
２）三役
…三役会、局会議に関わる事項
３）代議員
…代議員関連事項
４）理事
…理事会、その他協会からの連絡事項
５）理事・部長・会計 …決算・予算に関わること
＜返信対象＞（全員・特定者）
：To と Cc の使い分けを行なう。
・To ：返信用
・Cc ：確認のみ
⇒【承認】
会長、事務局長は個々でなく 2 人にメール送信する。
事務局から配信されるメールの確認返信については、To、Cc 全員でなく事務局のみに返信する。
＜ツール＞
A）LINE
B）サイボウズ
C）メール
⇒＊サイボウズについては、理事間で試用する。
②広報部
・NOW 電子化の際のメール配信について：現在 LINE の申し込みは 300 件
協会より、協会登録アドレスの使用の許可あり。
協会のアドレス登録は約 3000 件、うちメルマガ登録 1000 件
議題①協会に登録しているアドレスを使っての配信でよいか。
※新たにアドレス収集を行うと数年単位かかってしまう。
議題②配信先について
協会のアドレスを使う場合、登録されているすべてのアドレスに配信するか、協会メルマガ配信希望のみに
するか。
※いずれにしても会員へのこの用途での使用についての周知は必要。
⇒【承認】
協会登録アドレスの使用について、会員への周知を行うことで承認された。
【継続検討事項】
協会メルマガ希望の範囲で使用するか、登録アドレスをそのまま利用するかなどは継続して検討する。
２、社会局：
①公益事業部：新部員追加について（3 名）
・西村俊哉先生（京都岡本記念病院）
、丸岡健太先生（京都きづ川病院）、四柳拓也先生（京都武田病院）
⇒部員に関しては 2 年任期のため、現在集めている部員名簿にて一括でメール承認を行う。（※１）
②保険部：研修会の Web 化の承認と内容についての意見聴取について
今年度秋に予定していた研修会を、開催することは難しい。
代わりに、制度に関する基本的なことを Web で学習できるものを作成したい。
医療部門と介護部門に分けて、それぞれ、1 本が 5〜10 分程度の物を数本ずつ作成する予定。
⇒【承認】
＊医療部門と介護部門に分け YouTube などを使用し動画作成。HP 上にそのリンクの貼り付けを行う。
＊完成したものを配信する前に理事が事前に確認を行う。
【検討事項】
＊士会費で作成するため、理学療法士会の会員のみ特典として、視聴できるようにできないかを検討。
例；申し込みフォーム等を作成する。
＊質問の受付方法を検討する。
今回、この春のアンケートで経験年数の少ない方々からご意見を頂いているので、その方々向け、又は各
施設の新人研修に使えるテキストとなる内容で作成したい。
③職能部
新部員追加について（１名） 松矢光央先生 （亀岡シミズ病院）

⇒※１に準ずる。
・小児ネットワークミーティング Web 開催について
⇒【承認】
＊開催について承認された。事前申し込みの上、参加者多数の場合は京都士会員を優先する。
チラシについては、修正を加え、再度メールで確認を行う。
３、学術局：
①北部研修部：
〇新部員追加について（２名）
・丹後ふるさと病院 梅田玲先生、市立福知山市民病院大江分院 和久剛士先生
⇒※１に準ずる
〇第 1 回北部研修部（6/7）
：延期もしくは中止 ⇒ 中止
⇒【承認】
中止で承認された。補助金については、他の研修会に充当することは可能であるため今後検討する。
〇新プロ対象研修会（10/9、10/23）
：平日夜間、病院会議室 ⇒ 日曜日一日、公共施設
第 2 回北部研修会（11/1）
：京丹後市立弥栄病院 ⇒ 公共施設
（舞鶴西駅前、宮津市の研修会場もしくは福知山駅前の会場）
⇒【承認】
上記開催日、会場変更について承認された。
②新人教育部
今年度の研修会事業について、開催可否および開催方法をどの時期にどのように判断すべきか
11 月 11 日：第 1,2 回研修会
（会場：京都大学医学帆人間健康科学科、使用中止中、キャンセル料なし）
11 月 22 日：新人必須初期研修会
（会場：京都教育文化センター、使用開始されている、キャンセル料なし）
12 月 20 日：第 3，4，5 回研修会
（会場：佛教大学二条キャンパス、使用中止中、キャンセル料なし）
2 月 21 日第 6，7，8，9 回研修会
（会場：京都教育文化センター、使用開始されている、キャンセル料なし）
⇒【承認】
申し込み時期までに開催可否、開催方法（対面、対面+Web、Web）を検討することで承認された。
【検討事項】
1 年目は e-learning で無料受講可能であるが、2 年目以降は有料となるため、2 年目以降のフォローとして開
催は必要であるとの考え。開催方針について学術局で検討を行う。
また、会場は大学を使用しにくい現状のため、京都教育文化センターの使用を検討する。建内理事が確認。
③新人発表部
10 月 11 日新人発表会について
申し込みが 46 件（例年より少し少なめ）であることを勘案し、開催する方向で検討中
⇒【承認】
現状の感染状況を鑑みて、第 1 回研修会含めて開催延期とすることで承認された。
④生涯学習部
１)新入部員の追加
昨年度の部員の人数は 17 名であったが 3 名退部となり、現在 14 名で運営しているが、2 名の新入部員
を希望する。継田貴大先生（大原記念病院）
⇒※１に準ずる対応とする。
2)第 3 回、4 回研修会について
コロナの影響で第 1 回、2 回は中止としたが、第 3 回、4 回は感染対策を講じ定員を 100 名（200 名定
員）に減らして実施する予定。
⇒【検討事項】
学術局+三役で開催について検討し、次回の理事会で提案を行う。
⑤学会部：別紙資料（他府県士会の情報）
今年度の学会について、開催可否および開催方法をどの時期にどのように判断すべきか
1 月 24 日（会場：京都市呉竹文化センター、使用開始されている、キャンセル料なし）
一般演題募集期間：8 月 1 日～9 月 30 日

講師プログラム用抄録提出期限：10 月 31 日
⇒【承認】
一般演題の募集期間は 9 月の理事会後の期間に延期する。
【検討事項】
⇒開催方法について学術局+三役で検討していく。
Web 開催となった場合の聴講者の録画禁止など検討する。
⑥下半期の研修事業について（まとめ）
11 月～冬場 どのような形で開催するか学術局会議、次回の理事会で検討を行う。
協会の方針、京都府の状況（府内の各地域の状況差含む）、医療者として対面研修会参加が可能かなどを総合
的に勘案し検討する。
Ｗｅｂ開催となった場合の単位認定の要件、新プロ修了者の人数などについて堀江局長より協会に問い合わ
せを行い、学術局会議にて方針を検討する。
学術局+三役で内容を揉んで、次回理事会に提案する。
Web での研修会の開催も含め、士会契約の Zoom プロからビジネスへの変更が可能か事務所からの問い合わせ
を行なう。
４、地域局
１）府士会としての京都府リハ支援センターへの挨拶と協力依頼について
①会長、
（副会長）
、局長、副局長での訪問
②（①での対面厳しければ）文書および電話での依頼
⇒【承認】
上記 2 点について承認。訪問方法等については三役と地域局で検討する。
２）上記完了後、圏域支援センターへ局長が直接協力依頼することの承認
⇒承認された。
５、その他
①Wi-Fi ルーターのレンタル増台について
⇒【承認】
社会局に 1 台増台で承認された。
②次回理事会は 8 月 13 日となり 7 月の理事会から日にちが経っていないため、
特別な案件がなければ 8 月の理事会は休会としたい。
⇒8 月は休会とすることで承認された。
③公益事業部より
ＰＴの日の川柳募集→約 390 応募あり、18 まで絞った。→理事会賞を理事で選考する。
公開講座の代わりとなる事業について
【承認】
公開講座の予算を用いて、新聞やポスターで啓発を行うことは承認された。
費用：京都新聞に掲載→ 15 万円
ポスター作成→ 5 万円
【検討事項】
⇒川柳結果を掲載するか、理学療法の啓発を掲載するかなど詳細については再度検討。三役を通してメール
審議を行う。
④表彰委員会より
読売新聞社医療功労賞（第一候補、伊藤清弘先生）
⇒どれだけ、地域医療に根差したかという点で、中丹、北部、山城地方の活躍者を含めて再検討する。
⑤Zoom のアカウント公開
⇒【承認】
理事、監事、委員長、部長までの公開とすることで承認された。
理事会後Ｚｏｏｍの予約システムと共にＩＤ・パスワードを配信する。
６、今後のスケジュールについて
三役会： 理事会の前週の月曜日
理事会： 8 月以降は固定の予定（伝助にて調整）
⇒次回理事会は 9 月 10 日（木）
三役会について今後調整する。

