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新役員のご紹介
令和2年 6月 28 日に開催された定時総会にて、新役員が選任され、会長及び 17 名の理事、2名の監事が就任しました。

会長
麻田　博之（蘇生会総合病院）

2020 年度は事業開始からコロナ禍でどう事業を進めるかが課題となりました。Web での
事業運営を取り入れ、対面が必要な場合以外は Web 形式としていく予定です。今後研修
会の運営形式も発展的に変更を考えたいと思います。これらを考慮した上で、研修会から
各種事業運営に係る会議、会員への情報発信（広報）など、会員に不利が及ばないよう説
明と運営を行っていきます。今年度新設となった地域局は、京都府をブロック・支部化す
ることにより、情報共有と顔の見える関係を構築し、施設及び個人での活動を優位
に効果的に進めていくものです。このような状況の中でこそコンパクトなコ
ミュニティーが威力を発揮するのではないかと思います。

副会長（事務局長）
苅谷　康之（西陣病院）

昨期に引き続き副会長兼事務局長の業務をさせていただきます。昨年度末から新型コロナ
の影響により対面事業や会議などが困難となり事業の遂行も遅れが出ている状態ではあり
ますが、Web を利用した会議や事業の実施により遅滞を最小限にすべく事務局一同努力し
ております。皆様の御助力をよろしくお願い致します。
今後さらに日本理学療法士協会や近畿ブロック理学療法士会協議会、行政及び他団体との
連携を密とし多くの情報を提供出来る様に取り組んでまいりますのでよろしくお願い致し
ます。

副会長
中本　隆幸（京都きづ川病院）

2020 年、2021 年度の役員をさせていただく事になりました、中本と申します。私自身、理
学療法士としての歩みを顧みますと 30 年の月日が流れておりました。その間のリハビリ
テーションを取り巻く社会情勢は大きく様変わりしました。この急変に巻き込まれること
なく、一人一人が一歩一歩着実に目標を持ち、力強く進まなければなりません。微力では
ございますがお力添えをさせて頂ければと思います。２年間どうぞよろしくお願い致
します。

副会長
関　恵美（京都民医連あすかい病院）

地域包括ケアシステムの構築、感染症による新しい生活様式の始まり、我々を取り巻く情勢はま
るでとどまることのない急流のようです。その中で理学療法士が大きく社会に貢献できる専門職
であり続けること、府民の健康で文化的な生活への一端を担う専門職として必要とされる存在で
あり続けるためにも、諸先輩方からはその叡智とご経験を、若手の皆様からはその情熱と行動力
を士会活動に結集しましょう。私も副会長として力を尽くしたいと思いますのでよろしくお
願いいたします。
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学術局長（兼　会誌編集部担当理事）
堀江　淳（京都橘大学）

今期、学術局長を務めさせていただきます京都橘大学堀江と申します。前期に引き続き、Ⅱ期目を
務めさせていただきます。学術局は、会員の皆様の卒後教育を一手に引き受ける部局であり、皆
様の関心も非常に高い部局であると言えます。皆様のニーズに対応した学術的な企画を進めてい
きたいと思います。特に、1～ 3 年目の若い会員の皆様には、「学術団体」としての京都府理学
療法士会の在り方を伝えていければと考えております。

社会局長
江平　知子（聖ヨゼフ医療福祉センター）

今期も、社会局局長を務めさせていただきます。これまで、府民の皆様へ理学療法を知って頂く
為の働きかけをすること、士会内の横の繋がりを作ることを行ってきましたが、予期せぬコロナ
禍の中で直接のつながりを作ることが難しい状況となってしまいました。しかし、新たな形を模
索しながら人と人との繋がりを大事に皆様のお役に立てる情報の発信ができるよう努めてまい
ります。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

地域局長（兼　災害対策部理事）
田後　裕之（京都岡本記念病院）

2020 年度、京都府下ブロック化にむけた新たな組織として地域局が立ち上がり、局長の大役を拝
命いたしました。会員の皆様に還元されるよう職能団体として「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の構築を既存の組織・チーム等との連携を取りなが
ら進めていきます。よろしくお願いいたします。

各部担当理事・幹事

生涯学習部
井上　直人
京都医療センター

新人教育部
建内　宏重
京都大学

新人発表部
西村　純

済生会京都府病院

北部研修部
梅田　匡純
京丹後市立弥栄病院

職能部
鶴谷　啓明

メディケア・リハビリ訪問看護ステーション

保険部
田村　篤
洛西シミズ病院

公益事業部
佐藤　文寛
京都第一赤十字病院

地域局副局長
阪東　美可子
宇治市サービス公社

総務部
小寺　翔馬
蘇生会総合病院

財務部
南角　学

京都大学医学部附属病院

広報部
安彦　鉄平
京都橘大学

監事
市橋　則明
京都大学

監事
伊藤　清弘
岸本病院
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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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●保険部主催研修会に関するアンケート結果および2020年度研修会について

●地域局からのお知らせ
地域局からのお知らせ　ブロック分けおよび担当理事について

地域局　局長　田後　裕之
2020年度、京都府下のブロック化を推進すべく、地域局が立ち上がりました。
今年度は、「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構築を主に進めて行きます。
つきましては、すでに京都府下で活動を進めている組織、団体、グループ等との連携も視野に下記のとおりブ
ロック分けを行い、担当理事を配置しました。

①北部（丹後圏域･中丹圏域）…梅田理事
②南丹（南丹圏域）…阪東理事
③北区・上京区…江平理事
④左京区…関理事
⑤西京区・右京区…田村理事
⑥中京区…関理事

⑦下京区・南区・東山区…堀江理事
⑧伏見区（本所）…阪東理事
⑨伏見区（醍醐・深草）・山科区…阪東理事
⑩乙訓（乙訓圏域）…阪東理事
⑪山城（山城北圏域･山城南圏域）…阪東理事

Withコロナのなか、密な環境での対面での集まりは困難な状況ではありますが、ブロックごとの活動の可視化
（方向性、段階的達成目標、具体的手段）と実状把握を行いながら、近隣コミュニティの構築を進めて行きます。
ご理解、ご協力をお願い致します。
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●研修会のお知らせ
【学術局年間研修予定表　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 講師 新プロ
単位

認定
会場 担当専門

領域

10月4日（日）
9:00〜12:00 ニューロリハビリテーションと

運動機能の再建
牛場　潤一　先生
（慶應義塾大学） C-1 基礎・神経

京都橘大学
清香館B201教室 生涯学習部

13:30〜16:30 呼吸疾患の集中治療から
在宅復帰までの道筋

神津　玲　先生
（長崎大学） C-3 内部

10月9日（金）
18:20〜19:20 クリニカルリーズニング 石飛 千尋　先生

（京都府立医科大学附属北部医療センター） Ｂ-2
舞鶴赤十字病院 北部研修部

19:30〜20:30 症例報告・発表の仕方 阿部 由平　先生
（舞鶴赤十字病院） Ｂ-4

10月11日（日）
10:00〜11:30 研究方法論（EBPT含む）

〜研究的思考とは〜
浅井　剛　先生

（神戸学院大学） D-3
京都大学医学部
人間健康科学科 新人発表部

13:00〜17:30
（予定） 新人症例発表会 C-6

10月23日（金）
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
市立福知山市民病院 北部研修部

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

11月1日（日） 9:30〜12:30 脳卒中の理学療法（仮） 脇田　正徳　先生 
（関西医科大学附属香里病院） Ｃ-1 神経 京丹後市立弥栄病院 北部研修部

11月11日（水）
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
京都教育文化センター 新人教育部

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―） E-1

11月22日（日）

10:00〜11:00 協会組織と生涯学習システム 堀江　淳　先生
（京都橘大学） A-2

京都教育文化センター 新人教育部

11:00〜12:00 理学療法と倫理 麻田　博之　先生
（蘇生会総合病院） A-1

13:00〜14:00 理学療法における関連法規 田後　裕之　先生
（京都岡本記念病院） A-5

14:10〜15:10 人間関係及び接遇 関　恵美　先生
（京都民医連あすかい病院） A-4

15:20〜16:20 リスクマネジメント 山本　崇　先生
（京都大学） A-3

12月20日（日）

13:00〜14:30 統計方法論
〜怖くない統計学と臨床研究〜

加葉田　大志朗　先生
（大阪市立大学） B-3

佛教大学
二条キャンパス

新人発表部

15:00〜16:30 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－

田中　マキ子　先生
（山口県立大学） C-4

新人教育部16:55〜17:55 クリニカルリーズニング 建内　宏重　先生
（京都大学） B-2

18:20〜19:20 症例報告・発表の仕方
奥山　紘平　先生

（第二上田リハビリテーション
診療所）

B-4

12月6日（日） 9:00〜17:00 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・神経

筋障害
佛教大学

二条キャンパス

1月24日（日） 10:00〜17:00 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－

学会長　建内　宏重　先生
準備委員長　太田　恵　先生

京都市呉竹
文化センター 学会部

1月30日（土）
〜1月31日（日） 9:30〜 下肢の運動学と理学療法B

市橋　則明　先生
建内　宏重　先生

（京都大学）
基礎・運動器 京都大学医学部

人間健康科学科

1月31日（日） 10:00〜16:00 摂食・嚥下について（仮） 森　憲一　先生
（おもて整形外科） C-3 内部 京都橘大学優心館 生涯学習部

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

市橋　則明　先生
建内　宏重　先生

（京都大学）
C-2 京都大学

人間健康科学科 新人教育部

2月21日（日）

9:40〜10:40 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

京都教育文化センター 新人教育部

11:05〜12:05 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

13:00〜14:00 社会の中の理学療法 小寺　翔馬　先生
（蘇生会総合病院） D-1

14:30〜16:00 神経難病のリハビリテーション（仮）
寄本　恵輔　先生

（国立精神・
神経医療研究センター）

C-1

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。

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催日・会場変更予定です

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。

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催日・会場変更予定です

新型コロナウイルス感染症対策のため、会場変更予定です
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【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ページにて御案内
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、新人発表部研修会、生涯学習部の研修会、技術講習会は、全て事前申し込み制です。･
詳細は、ホームページでご確認ください。
＊･新人教育部及び新人発表部の研修会の定員は、京都教育文化センター180名、佛教大学・京都大学100名、生涯学習部の
第3回、4回研修会はコロナウイルスの感染症対策のため、定員を100名とします。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、ホームペ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だくと参加者決定
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。
※研修会会場への入場お断りについて
・熱がある方はご参加いただけません。・マスクは必ず着用してください。着用できない場合は入場をお断り致します。

＊･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）連絡してください。･
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。持参いただけない場合には、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、士会ホームページに掲載の手順をご確認頂き申請してください。･
※･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回及び第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、今後ホームペ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ださい。･

●生涯学習部 第3回研修会
日　時：10月4日（日）9：00～12：00
テーマ：ニューロリハビリテーションと運動機能の再建
講　師：牛場　潤一先生（慶應義塾大学）
会　場：京都橘大学　明優館D201教室
単位・ポイント　新プロ：C-1　認定・専門：神経　基礎
参加費：1,000円

●生涯学習部 第4回研修会
日　時：10月4日（日）13：30～16：30
テーマ：呼吸疾患の集中治療から在宅復帰までの道筋
講　師：神津　玲先生（長崎大学）
会　場：京都橘大学　明優館D201教室
単位・ポイント　新プロ：C-3　認定・専門：内部
参加費：1,000円

●新人教育部 第1回研修会
日　時：11月11日（水）19：00～20：00（受付18：30）
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）
会　場：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　D-2
参加費：無料

●新人教育部 第2回研修会
日　時：11月11日（水）20：20･～21：20（受付20：00）
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）
会　場：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　E-1
参加費：無料

第1回・第2回研修会申込み方法：事前申し込みが必要です。下記URLから参加申し込みを行ってください。
https://ez-entry.jp/shinjin-2020-12/entry/（応募者多数の場合抽選になる場合があります）
申込期間：9月14日（月）9時から10月31日（土）18時まで
受講可否の通知：11月2日以降に、上記URLトップページおよび京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。

●新人教育部 第3回研修会
日　時：12月20日（日）15：00～16：30（受付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）
会　場：佛教大学･二条キャンパス･701教室
単　位：新人教育プログラム　C-4
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

●新人教育部 第4回研修会
日　時：12月20日（日）16：55～17：55（受付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）
会　場：佛教大学･二条キャンパス701教室
単　位：新人教育プログラム　B-2
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。
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●新人教育部 第5回研修会
日　時：12月20日（日）18：20～19：20（受付17：55）
テーマ：症例報告・発表の仕方
講　師：･奥山　紘平先生･

（第二上田リハビリテーション診療所）
会　場：佛教大学･二条キャンパス701教室
単　位：新人教育プログラム　B-4
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

●新人教育部 第6回研修会
日　時：2月21日（日）9：40～10：40（受付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：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　E-2
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

●新人教育部 第7回研修会
日　時：2月21日（日）11：05～12：05（受付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：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　B-1
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

●新人教育部 第8回研修会
日　時：2月21日（日）13：00～14：00（受付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：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　D-1
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

●新人教育部 第9回研修会
日　時：2月21日（日）14：30～16：00（受付14：00）
テーマ：（仮）神経難病のリハビリテーション
講　師：寄本　恵輔先生（国立精神・神経医療研究センター）
会　場：京都教育文化センター
単　位：新人教育プログラム　C-1
参加費：無料
申込み方法：･事前申し込みが必要です。後日、ホーム

ページにてお知らせします。

※ 2020年10月11日（日）に開催を予定していました、新人症例発表会は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。

※研修会会場への入場お断りについて
　・熱がある方はご参加いただけません
　・マスクは必ず着用してください。着用いただけない場合は入場をお断り致します

●新人発表部 第1回研修会
日　時：10月11日（日）10：00～11：30（受付9：30）
テーマ：研究方法論（EBPT含む）～研究的思考とは～
講　師：･浅井　剛先生（神戸学院大学　総合リハビリ

テーション学部　理学療法学科　助教）
会　場：京都大学医学部･人間健康科学科
単　位：新人教育プログラムD-3
参加費：無料
申込み方法：･事前申込制です。詳細は京都府理学療法士

会のホームページに掲載いたします。

●新人発表部 第2回研修会
日　時：12月20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～
講　師：加葉田･大志朗先生（大阪市立大学）
会　場：佛教大学･二条キャンパス
単　位：新人教育プログラムB-3
参加費：無料
申込み方法：･事前申込制です。詳細は京都府理学療法士

会のホームページに掲載いたします。

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。
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●北部研修部主催 第1回新人教育研修会
日　時：10月9日（金）18：20～19：20
テーマ：クリニカルリーズニング
講　師：石飛　千尋先生
会　場：舞鶴赤十字病院
単　位：新人教育プログラム　B-2
参加費：無料

●北部研修部主催 第2回新人教育研修会
日　時：10月9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
会　場：舞鶴赤十字病院
単　位：新人教育プログラム　B-4
参加費：無料

●北部研修部主催 第3回新人教育研修会
日　時：10月23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
単　位：新人教育プログラム　E-1
参加費：無料

●北部研修部主催 第4回新人教育研修会
日　時：10月23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
単　位：新人教育プログラム　D-2
参加費：無料

●北部研修部 第2回研修会
日　時：11月1日（日）9：30～12：30
テーマ：脳卒中の理学療法（仮）
講　師：脇田　正徳先生（関西医科大学附属香里病院）　
会　場：未定（新型コロナウイルス感染症対策のため、京丹後市立弥栄病院から変更となります）
単位・ポイント：新プロ単　位：　C-1　認定・専門：神経
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。
定　員：30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）までお申し込みください。
締め切り　2020年10月9日（金）

新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催日・会場が変更予定です

新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催日・会場が変更予定です

新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催日・会場が変更予定です

新型コロナウイルス感染症対策のため、
開催日・会場が変更予定です

●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～
日　時：2021年2月13日（土）13：00～18：40･（受付･12：30～）2月14日（日）9：00～17：10
テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際
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。
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
　　　　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。
　　　　　　URL；https://forms.gle/dtZY3E2CgoWuE8sN8
応募締切･：2021年1月10日（日）
　　　　＊応募者多数の場合、抽選になる場合があります。ご了承ください。
　　　　＊抽選結果は1月22日までにメールにてご連絡いたします。
　　　　　1月23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ださい。
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。
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●2020年度新人必須初期研修
　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ペ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ださい。
　新人必須初期研修会は、他府県士会会員の方はご参加できませんのでご注意ください。
日　時：2020年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：事前申し込みが必要です。後日ホームページにてお知らせします。
内　容：10：00～11：00　テーマ：「協会組織と生涯学習システム」A-2　講師：堀江　淳先生（京都橘大学）
　　　　11：00～12：00　テーマ：「理学療法と倫理」A-1　　　　　　　講師：麻田　博之先生（蘇生会総合病院）
　　　　13：00～14：00　テーマ：「理学療法における関連法規」A-5　　講師：田後　裕之先生（京都岡本記念病院）
　　　　14：10～15：10　テーマ：「人間関係及び接遇」A-4　　　　　　講師：関　恵美先生（京都民医連第二中央病院）
　　　　15：20～16：20　テーマ：「リスクマネジメント」A-3　　　　　講師：山本　崇先生（京都大学）

●理学療法士講習会（基本編）～パーキンソン病の理学療法～
日　時：2020年12月6日（日）9：00～17：00
テーマ：「パーキンソン病の理学療法」
講師名：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
　　　　　　　　専門理学療法士（神経理学療法），認定理学療法士（神経筋障害）
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：2020年9月6日（日）～2020年11月6日（金）
申込先と申込方法：日本理学療法士協会ホームページのマイペ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ページのセミナー・講習会情報を参照してください。
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：2021年1月30日（土）9：30（開始）～1月31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、OKCと
CKCトレーニングなどを行う。

講　師：市橋則明・建内宏重･（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：･2020年12月20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

にお問い合わせください）･
申込方法：･申し込み方法詳細：下記①～⑧項目を明記し、申し込み先E-mailアドレスまでE-mailにてお申し込み下さい①講習会

テーマ、②氏名（フリガナ）、③所属（士会・勤務先施設名および所属部署・〒・勤務先住所・電話番号）、④メール
アドレス（受講可否の連絡をするので病院のアドレスなど共通のアドレスではなく、必ず連絡の取れる個人のアドレス
にしてください）、⑤経験年数（　年目）、⑥生年月日（西暦で）、⑦会員番号、⑧緊急連絡先（携帯電話番号）

申込先：E-mail：･kyoto.pt.seminar.kashib@gmail.com
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）
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第31回京都府理学療法士学会のご案内

【テーマ】理学療法評価の科学的技術
【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：9月14日（月）～10月11日（日）
詳細は学会ホームページでご確認ください。

【プログラム（予定）】
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
　　　　　　　　　佐藤　久友先生（大阪医科大学附属病院）
　　　　　　　　　和田　治先生（あんしん病院）
　　　　　　　　　谷口　匡史先生（京都大学）
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　
　　　　　　　　　森　公彦先生（関西医科大学附属病院）
　　　　　　　　　中谷　知生先生（宝塚リハビリテーション病院）
　　　　　　　　　増田　知子先生（千里リハビリテーション病院）

【学会ホームページ】https://www.kpta.jp/society/

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ださい！
【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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●事務局からのお願い●

★住所やお名前、勤務先は変わっていませんか？★
来年度より京都府士会で独自に管理している名簿ではなく、日本理学療法士協会のデータにより発送作業を行う
予定にしております。日本理学療法士協会のマイページで登録しているデータが今現在の状況と違う場合はお早め
にデータの更新をよろしくお願いいたします。
日本理学療法士協会のホームページから【マイページ】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だ
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てくることがあり、郵便物が
届かなかった住所には、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ださい。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？★
今後NOWが電子配信化されると、協会にご登録いただいているメールアドレスに配信させていただく予定です。
現時点で登録されていない方、古いアドレスのままの方は、お早目に登録・修正をよろしくお願いいたします。

★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？★
今年度の会費を日本理学療法士協会からの振込用紙にて振り込まれた方は、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いたします。･
☆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ページ上の「マイページ」から申し込み下さい。･申込方法がご不
明な場合は直接日本理学療法士協会事務局（電話番号：03-5843-1747）までお問い合わせ下さい。･
☆ニコス自動振替☆･
楽天クレジット以外に、ニコス自動振替による銀行口座振替も可能です。マイページから申し込み用紙をダウン
ロードしてお手続き下さい。但し、クレジットと違い、自動振替は引落し期日に会費の金額以上の残高がないと引
落不可となります。口座の残高には特にご注意下さい。確実な会費の納入を勧めるために協会・士会では楽天クレ
ジットを推奨しております。会員の皆様の御協力を宜しくお願いいたします。

★新入会の申請がまだお済みでない方へ★
新人教育部主催の必須初期研修会が11月22日（日）に開催されます。（詳細は9ページをご覧ください。）
この研修会にご参加いただくには、日本理学療法士協会のマイページより入会申請をしていただかなければなり
ません。
申請後、お手続きの完了までに約１～２か月かかりますので、できるだけお早目に入会申請の手続きを何卒よろ
しくお願いいたします。施設責任者の方は、所属の新人の方にお声かけをよろしくお願いいたします。
なお、申請方法等、ご不明な点がございましたら、日本理学療法士協会のHPよりお問い合わせください。

●広報部からのお知らせ～NOW電子配信化の配信方法について～

今後NOWが電子配信化されていく予定です。配信方法としては協会にご登録いただいているメールアドレスへの
配信と、現在開設している京都府理学療法士会のLINEでの配信を検討しています。


