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京に纏う紅
撮影者：蘇生会総合病院　藤田　祐平

新型コロナウイルス感染症対策のため研修会参加にあたって注意点がございます。
詳細は3ページの【研修会に参加する際の注意事項】、当士会ホームページでご確認ください。
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●職能部より管理職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のお知らせ

2020年度職能部主催
第3回 小児ネットワークミーティング

Zoom開催

小児ネットワークミーティングは、京都府の小児分野に関わるセラピストの有機的な交流を目的にした京都府
理学療法士会の取り組みです。今回はオンライン（Zoom）で、宇治徳洲会病院の石原みさ子先生から「京都
府南部におけるリハビリテーション」について情報提供をしていただいた後、Zoom内で交流会を行いたいと
思います。

▌日　　時　　12月12日（土）13：30～15：30（Zoom入室13：15～）
　　　　　　　13：30～14：30　情報提供　　･14：30～15：30　交流会（１グループ6～8名程度）
▌会　　場　　Web開催（Zoom）
▌講　　師　　石原みさ子先生（宇治徳洲会病院）
▌テ ー マ　　「京都府南部における小児リハビリテーション～宇治徳洲会病院の取り組み～」（仮）
▌定　　員　　50名
　　　　　　　※･定員を超えた場合は、京都府理学療法士会会員を優先いたします。参加申し込み多数の場合

は抽選させていただきます。参加可否の決定および参加IDを12/11にメールでご連絡させて
いただきます。12/11にメールが届かなければ、問い合わせ先（kyotoptg@gmail.com）まで
お問合せください。

▌参加費用　　無料
▌申込方法　　右のQRコードよりお申し込みください（〆切12/11）
▌注 意 点　　1　事前に、アプリ（Zoom）のインストールをお願いします。
　　　　　　　2　情報提供や意見交換会の録画・撮影・録音などは禁止させていただきます。
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●学術局年間研修予定表
日程 時間 テーマ 講師 新プロ

単位 認定 会場 担当

1月17日（日）

9:30～10:30 クリニカル・リーズニング 石飛　千尋先生
（京都府立医科大学北部医療センター） B-2

Zoom 北部研修部
10:50～11:50 症例報告・発表の仕方 阿部　由平先生

（舞鶴赤十字病院） B-4

13:00～14:00 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

14:20～15:20 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

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 Zoom

1月30日（土） 14:30～17:30 摂食嚥下障害に対する
リハビリテーション

森　憲一　先生
（おもて整形外科） C-4 運動器・神経 Zoom予定 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 京都大学医学部

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

Zoom 新人教育部

10:50～11:50
（時間変更しています。） 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

14:10～15:40
（時間変更しています。）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

参加にあたっては注意事項、士会ホームページをご確認ください。

【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。･

*･新人教育部研修会のすべて、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ださい。･

*･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。*対面研修における単位
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、士会ホームペ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無料、技術講習会は5,000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。
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●e-ラーニングによる新人教育プログラムの履修について
今年度に限り、e-ラーニングのみでも新人教育プログラムを修了することが可能です。1年目（2020年度入会）の
方々については、すべてのe-ラーニングを無料で履修することができます。
詳細は、日本理学療法士協会ホームページの「e-ラーニング」（http://www.japanpt.or.jp/about/seminer/
browse/list/）よりご確認ください。

●新人教育部　第6～9回研修会
すべてWeb開催（Zoom）となります。なお、対象は京都府理学療法士会会員限定とさせていただきます。

日　時：2021年2月21日（日）9：40～15：40（9：10よりアクセス可能）
参加費：無料
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ださい。
申込み先URL：https://ez-entry.jp/shinjin-2020-6789/entry/
申込み期間：2020年12月1日（火）9時から、2021年2月5日（金）18時まで。

●新人教育部･第6回研修会
時　間：9：40～10：40
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）
単　位：新人教育プログラム　E-2

●新人教育部･第7回研修会
時　間：10：50～11：50
（※時間変更しています。ご注意ください）
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）
単　位：新人教育プログラム　B-1

●新人教育部･第8回研修会
時　間：13：00～14：00
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）
単　位：新人教育プログラム　D-1

●新人教育部･第9回研修会
時　間：14：10～15：40
　　　　（※時間変更しています。ご注意ください）
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）
単　位：新人教育プログラム　C-1

●北部研修部新人教育研修会のご案内
開催日：2021年1月17日（日）
形　式：Web開催（Zoom使用）
参加費：無料（京都府理学療法士会員）
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、京都府立医科大学附属北部

医療センターの石飛（northern.kyoto.pt@gmail.com）までお申し込みください。後日、Zoomの
URL、受講上の注意、資料などをご案内させていただきます。開催前１週間を過ぎても連絡のない
場合は、上記担当者までお問い合わせください。

締め切り：2021年1月7日（木）

時　間：9：30～10：30　
テーマ：クリニカル・リーズニング
講　師：･石飛　千尋先生（京都府立医科大学北部医療

センター）
単　位：新人教育プログラム　B-2

時　間：13：00～14：00
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）
単　位：新人教育プログラム　E-1

時　間：10：50～11：50　
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）
単　位：新人教育プログラム　B-4

時　間：14：20～15：20　
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）
単　位：新人教育プログラム　D-2
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●生涯学習部研修会のお知らせ
・今年度の生涯学習部の研修会はすべてリモートで行うことに変更となりました。
・リモートの研修会を受講しても生涯学習ポイントは今までと同様に獲得することができます。
・本年度の生涯学習部研修会は京都府理学療法士会の会員は無料で受講できます。
・全ての研修会は事前申し込みが必要です。
・申し込みは研修会の1ヶ月くらい前からホームページで開始します。

生涯学習部　第4回研修会
日　時：2021年1月30日（土）14：30～17：30
テーマ：摂食嚥下障害に対するリハビリテーション･
講師名：森　憲一先生（おもて整形外科）
講義形式：Web開催（Zoom予定。受講決定後URL等連絡。）
参加費：無料　　単位・ポイント：新プロ：C-4　認定・専門：運動器・神経

●社会局職能部主催
テーマ：リハビリテーション現場に必要なマネジメントを学ぼう（仮）
日　時：2021年1月16日（土）14：00～17：00（2時間講義、1時間グループワーク）
形　式：Web開催
講　師：･田中　浩敬先生（株式会社エナジィスト代表取締役、株式会社ビオネスト組織開発室長、医療法人愛善会理事）
内　容：･マネジメントとは何か？仕事をする上で必要な能力とは？考える力とは？現場で悩まれている課題を共有し、コンサ

ルティングのプロから糸口を見つけよう。例えば、離職を防ぐにはどうするかなど。マネジメントを
知らない人にも学べる研修です。

　　　　･今回の研修は管理者に従事しておられない方でも、マネジメントを知る機会にもなって欲しいと
思います。「正解のない」問題に直面したときに、問題の本質を見極め、周囲が納得できる最適
解を導き出す能力は、患者様や利用者様にも生かせる内容のミーティングになると思います。

申し込み：https://forms.gle/Zs7fDYk55PKo2tAh9

●認知症対策委員会研修会（士会指定事業）
日　時　2021年1月24日（日）10：00～12：00予定（受付開始9：30～）
テーマ：･『認知症に対する各施設の対応と実際』･

～アンケート結果より見えた理学療法士の悩み～
講師名：講演１　･令和元年度アンケート内容の詳細な報告･

北村　卓也先生・松井　大介先生（京都きづ川病院）
　　　　講演２　･病院で従事する理学療法士･

北村　卓也先生・松井　大介先生（京都きづ川病院）
　　　　講演３　･介護老人保健施設に従事する理学療法士･

光成　敏宏先生（介護老人保健施設　萌木の村）
　　　　講演４　･通所・訪問リハビリテーションに従事する理学療法士･

奥山　紘平先生（第二上田リハビリテーション診療所）
形　式：ZoomによるWEB研修会
参加予定人数：60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：2020年11月16日（月）～2021年1月20日（水）
申し込み記載事項：氏名・フリガナ・施設名・部署名・役職・生年月日・Zoom使用を使用されるメールアドレス
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。社会局　職能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。

●地域包括ケア委員会のお知らせ
第17回京都訪問リハ実務者研修会（京都府リハ三療法士会協議会主催）
開催予定日時　2021年2月28日（日）Zoomによるweb開催
詳細はホームページでお知らせします
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●京都府理学療法士会　2020年度　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：2021年2月13日（土）～2月14日（日）
　　　　　　　2月13日（土）13：00～18：40（受付･12：30～）
　　　　　　　2月14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。
　　　　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
　　　　（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

応募締め切り：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。ご了承ください。
　＊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　簗

やな

瀬
せ

･康
こう

　　　　　　　（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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第31回京都府理学療法士学会延期のお知らせ

会員の皆様におかれましては、今般の新型コロナウイルス感染症流行の影響により、大変な緊張下での業
務また日常を強いられていることと存じます。
2021年1月に開催を予定していました本学会についてですが、本学会準備委員ならびに京都府理学療法士
会で慎重に検討を重ねた結果、来年度への延期を決定いたしました。
Web開催なども含めて様々な可能性を探りましたが、参加者や講師、スタッフの健康と安全の確保、また
学会本来の存在意義である研究成果に対するリアルタイムでの活発な議論や会場内外での意見交換などが困
難であり、来年度への延期が妥当と判断いたしました。先の読めない状況ではありますが、安全にかつ本来
の目的を満たす学会を開催すべく検討を重ね、来年度に改めて学会を開催したいと考えます。
演題登録や学会参加を予定されていた皆様、また講師、ご支援いただいた方々にはご迷惑をおかけし誠に
申し訳ございません。新たな会期により開催される本学会へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第31回京都府理学療法士学会
学会長　建内　宏重

準備委員長　太田　　恵

※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開催日は未定です。

●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だ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。

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？★
今後NOWが電子配信化されると、協会にご登録いただいているメールアドレスに配信させていただく予定です。
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★
日本理学療法士協会のマイページより入会申請をお願いいたします。
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、できるだ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ださい。

★新入会の申請をされた後、会費の支払いの手続きがまだお済みでない方へ★
新入会の申請をされた後、日本理学療法士協会よりご登録いただきましたメールアドレスに、ID/パスワードが届
きますので、日本理学療法士協会のHPから【マイページ】にログインしていただき、会費の支払いのお手続きをし
て頂かなければなりませんので、まだお手続きができていない方は早急にお手続きをお願いします。ID/パスワード
が不明な方は、ログイン画面から再発行できますので、画面の指示通りに進めてください。よろしくお願いいたし
ます。


