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■一般社団法人京都府理学療法士会創立50周年記念事業の延期について
50周年記念事業準備委員会

委員長　苅谷　康之

当士会は２０２０年に創立50周年を迎え、11月29日（日）に記念式典・祝賀会を開催する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染状況を踏まえ今年度に延期となっておりました。

今年度当初より2021年11月28日（日）開催を予定し準備を進めて参りましたが、6月時点で非常事態宣言が発出さ
れている事、11月時点で収束することが不透明である事を鑑み、苦渋の決断ではありますが今年度の記念式典につ
いても延期する事と決定いたしました。

大きな節目となる50周年の式典である為、中止ではなく式典およびパーティーが安全に開催出来るであろう4年後
に55周年記念式典として開催する予定といたしました。

（日時・場所は未定です）
士会員の皆様のご理解と今後益々の御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

■公益社団法人日本理学療法士協会　第50回総会報告
事務局長　苅谷　康之

去る2021年6月5日（土）にWeb会議システムにて日本理学療法士協会第50回定期総会が開催されました。京都府
理学療法士会からは10名の代議員が参加致しました。

開会当初の祝辞ではビデオメッセージにて総理大臣･菅･義偉氏、厚生労働大臣･田村･憲久氏などより直接当協会へ
のお言葉を頂きました。

議題としては定款改正、役員選任、名誉会員の承認、各委員の承認、事業報告並びに決算書類の承認が審議され
ました。

定款改正については代議員数の制限について審議が行なわれ、全国で300名の定数となる事が決定し、京都府理学
療法士会からは7名（現在は10名）、補欠2名（現在は3名）の選出となる事が決まりました。

協会役員の選任では事前に行なわれた代議員による理事選挙にて選出された23名の理事候補者と３名の監事候補
者が1人ずつ承認され新役員に選任されました。

また、12年間会長職を務められた半田･一登先生が退任され、新会長として斉藤･秀之先生が選任されました。
報告事項としては協会次期システムの説明と協会組織体制変更の方針が説明され、各士会役員との質疑が行われ

ました。簡単ではございますが報告とさせて頂きます。

●認知症対策委員会研修会（士会指定事業）
日　時　2021年11月7日（日）10：00～12：30予定（受付開始9：30～）
講演１　テーマ　『認知症予防と認知症に対する効果的な介入方法に関する研究』（10：05～11：35　90分）
　　　　講　師　村田　伸先生　京都橘大学･･健康科学部･理学療法学科　教授
講演２　テーマ　『･京都府地域包括ケア推進機構　認知症対策総合プロジェクト　新・京都

式オレンジプランについて（仮）』（11：40～12：20　40分）
　　　　講　師　中村　早苗様　京都府健康福祉部高齢者支援課　課長補佐
場　所　Web開催（Zoom）
定　員　80名･※応募多数の場合は先着順とさせて頂きます。
申込方法　下記のメールアドレス　もしくは　QRコードよりお申込み下さい。
申込期間　9月1日（水）～11月2日（火）
記載事項　氏名・フリガナ・施設名・部署名・役職・生年月日・Zoomを使用されるメールアドレス
参加費　　無料
お問い合わせ先：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。
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■エスカレーターマナーアップ推進委員会　活動報告

京都府理学療法士会では現在、「エスカレーターマナーアップ推進」に
取り組んでいます。片麻痺の方や立位の不安定な方も安心して外出できる
社会を目指し、“エスカレーターでは両側とも立ち止まって乗る”という
新しいマナーを広める活動です。すべての人が安全に気持ちよく過ごせる
社会を願い、障害を持つ方々に一番近い場所で働く私たち理学療法士が、
先頭に立って声を上げていきたいと考えております。

この度私たちはこの活動を広報するためポスターの作製に乗り出しまし
た。そしてポスターに掲載するキャッチフレーズを会員・一般より広く公
募させていただいたところ、たくさんの素敵なフレーズをご応募いただき
ました。その中から最優秀賞1点、優秀賞2点を選出させていただきました。

今後このキャッチフレーズをポスター・チラシ・配布グッズ制作などの
活動に活用して参ります。今後ともご賛同・ご協力を賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

委員長　玄野　遥

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12月12日（日）･Web開催
【学会長】建内　宏重先生
【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）
【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（金沢大学）

シンポジウム1：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）･
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）

シンポジウム2：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）

【一般演題募集期間】
7月12日（月）～9月17日（金）
演題募集中です。多数のご応募をお待ちしております。

【学会ホームページ】https://www.kpta.jp/society/
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■生涯学習部
●生涯学習部･第3回研修会
日　時：10月3日（日）9：00～12：00
テーマ：神経科学に基づくリハビリテーション
講　師：中野　英樹先生（京都橘大学）
会　場：Web開催(Zoom)
単　位：新人教育プログラム（C-1）認定・専門（神経）
参加費：無料
申込み方法：詳細は、京都府理学療法士会ホーム
ページでお知らせします。

●生涯学習部･第4回研修会
日　時：10月3日（日）13：30～16：30
テーマ：痛みと情動について
講　師：大鶴　直史先生（新潟医療福祉大学）
会　場：Web開催(Zoom)
単　位：新人教育プログラム（C-1）認定・専門（基礎・神経）
参加費：無料
申込み方法：詳細は、京都府理学療法士会ホーム
ページでお知らせします。

●生涯学習部･技術講習会
日　時：11月21日（日）10：00～16：00
テーマ：体幹機能と腰痛予防エクササイズ
講　師：小泉　圭介先生（東都大学）　
会　場：京都橘大学
単　位：新人教育プログラム（C-2）認定・専門（運動器）
参加費：4,000円
申込み方法：詳細は、京都府理学療法士会ホーム
ページでお知らせします。

■北部研修部　新人教育プログラム日程表
●北部新人教育プログラム･第1回研修会
日　時：10月24日（日）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（京都府立医科大学附属北

部医療センター）
単　位：B-2
形　式：Web開催(Zoom)
参加費：無料（京都府士会以外からも参加可能）
申込み方法：9/1～申し込み受付開始。詳細は京都
府理学療法士会ホームページでお知らせします。

●北部新人教育プログラム･第2回研修会
日　時：10月24日（日）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：B-4
形　式：Web開催(Zoom)
参加費：無料（京都府士会以外からも参加可能）
申込み方法：9/1～申し込み受付開始。詳細は京都
府理学療法士会ホームページでお知らせします。

●北部新人教育プログラム･第3回研修会
日　時：10月24日（日）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：E-1
形　式：Web開催(Zoom)
参加費：無料（京都府士会以外からも参加可能）
申込み方法：9/1～申し込み受付開始。詳細は京都
府理学療法士会ホームページでお知らせします。

●北部新人教育プログラム･第4回研修会
日　時：10月24日（日）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：D-2
形　式：Web開催(Zoom)
参加費：無料（京都府士会以外からも参加可能）
申込み方法：9/1～申し込み受付開始。詳細は京都
府理学療法士会ホームページでお知らせします。

■北部研修部 第2回研修会
日　時：2021年11月14日（日）9：30～12：30
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：･Web（Zoom）と実技のハイブリッド開催予定（会場：福知山市民交流プラザ）
　　　　※･今後の感染状況によって開催方法を変更する場合があります
単　位：新プロ：C-2　　　生涯：物理療法
参加費：無料　　定　員：30～50名
※･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
申し込み方法：9/1～受付開始
参加希望研修会名、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、舞鶴共済病院リハビ
リテーション科　岡本辰二（northern.kyoto.pt@gmail.com）までお申し込みください。
締め切り：2021年10日23（土）
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■新人教育部
新人教育部　第4～9回研修会はすべてweb開催（Zoom）となり、事前申し込みが必要です。
●新人教育部第4～7回研修会：2021年9月19日（日）
事前申込URL：https://ez-entry.jp/shinjin-2021-0919/entry/
事前申込期間：2021年6月14日（月）9：00～9月12日（日）18：00

第4回研修会
時　間：10：30～12：00
テーマ：バイタルサインから見るフィジカルアセスメント
講　師：上田　剛士先生（洛和会丸太町病院）
単　位：新人教育プログラム　C-3

第5回研修会
時　間：13：00～14：00
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

第6回研修会
時　間：14：10～15：10
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

第7回研修会
時　間：15：20～16：20
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8,･9回研修会：2021年10月13日（水）
事前申込URL：https://ez-entry.jp/shinjin-2021-1013/entry/
事前申込期間：2021年6月14日（月）9：00～10月6日（水）18：00

第8回研修会
時　間：19：00～20：00
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）
単　位：新人教育プログラム　D-2

第9回研修会
時　間：20：10～21：10
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）
単　位：新人教育プログラム　E-1

●今年度内に新人教育プログラムの修了を！
2022年4月より新生涯学習制度に移行します
新生涯学習制度では、「前期研修（最短2年間）」とそれに続く「後期研修（最短3年間）」を履修することで、「登

録理学療法士」となります。「登録理学療法士」は5年ごとの更新制となり、「登録理学療法士」になることで、「認
定理学療法士」や「専門理学療法士」への道が開かれます。詳しくは、日本理学療法士協会のサイトでご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/

今年度内に新人教育プログラムを修了しましょう
現行の新人教育プログラムの履修状況によって、新制度への移行後に履修すべき内容に違いがあります。可能な限

り、今年度内に新人教育プログラムを修了することをお勧めします。京都府理学療法士会の研修会へのご参加に加え、
日本理学療法士協会のe-ラーニングでも単位履修が可能です。https://www.japanpt.or.jp/pt/seminar/browse/02/

下記の診断ツールを用いることで、新制度移行後にご自身が履修すべき内容をご確認いただくことができます。
診断ツール：http://survey.japanpt.or.jp/questionnaire/index.php/421734/lang-ja

新人教育プログラムの修了申請はご自身で行う必要があります
京都府理学療法士会の研修会へのご参加に関しては、履修単位の登録は自動的になされますが、すべての単位を

履修後の「修了申請」は、ご自身で行っていただく必要があります。「修了申請」が行われていない場合、新人教
育プログラムの修了が認められません。すべての単位履修後は、「マイページ」から「修了申請」を必ず行うよう
にしてください。
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●理学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と理学療法Ｂ」
～Zoom･によるWeb開催となりました～
日　時：2021年12月18日（土）･9：30（開始）～12月19日（日）17：10（終了）
会　場：Zoom･によるWeb開催
内　容：･本講習会では股・膝関節を中心として下肢の運動学について講義し、それらの運動学に基づいた理学療

法の理論技術について講習する。具体的には、筋の運動学と機能、股・膝関節の運動学と機能評価・ト
レーニング、ストレッチングのエビデンスと実際、筋機能の評価とトレーニング、運動連鎖、OKCと
CKCでの筋力トレーニングなどについて紹介する。

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）･
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：･2021年11月8日（月）（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、

下記問い合わせ先にご連絡ください。）･
申込方法：･Google･ formのアドレスまたはQRコードからアクセスし必要事項をご記入の上、

送信してください。
　　　　　･https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lOas4JuIJywIX0AoYHrKAmnz

njPmy-C2ToTnHdkgqbYMNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
単　位：認定・専門理学療法士履修ポイント：20ポイント
お問い合わせ先：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻　太田　恵
　　　　　　　･（TEL　075-751-3948　E-mail　･kyoto.pt.seminar.kashib@gmail.com）･

※下肢の運動学と理学療法Aとはメールアドレスが異なります。

●京都府理学療法士会　2021年度　第1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：2021年11月27日（土）～11月28日（日）（8月7日,･8日から延期されました）
　　　　　　　11月27日　13：00～18：40･（受付･12：30～）
　　　　　　　11月28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/3q9zzybgVj8CHtXf7
応募締め切り：2021年10月24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11月7日までにメールにてご連絡いたします。
　11月8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。
お問い合わせ先：〒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　岩根･健太･

（TEL:･075-751-3935、e-mail:･kyoto.shinjin＠gmail.com）･
※可能な限りメールでのお問い合わせをお願いいたします。
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●広報部主催　NOW連載企画～○○部さんの活動ってどんなこと？～
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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

事務局からのお願い
日本理学療法士協会のHPのマイページから
会員情報が最新かご確認下さい。
メールアドレスは必ず登録して下さい。

2021年度研修会予定表

日程 時間 テーマ 講師 新プロ
単位

認定専門
領域 会場 担当

9月19日（日）

10:30～12:00 バイタルサインから見る
フィジカルアセスメント

上田 剛士先生
（洛和会丸太町病院） C-3 オンライン 新人教育部

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 オンライン 新人教育部

14:10～15:10 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 オンライン 新人教育部

15:20～16:20 社会の中の理学療法 小寺 翔馬先生
（蘇生会総合病院） D-1 オンライン 新人教育部

10月3日（日）
9:00～12:00 神経科学に基づくリハビリテーション 中野 英樹先生

（京都橘大学） C-1 神経 オンライン 生涯学習部

13:30～16:30 痛みと情動について 大鶴 直史先生
（新潟医療福祉大学） C-1 基礎・神経 オンライン 生涯学習部

10月13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 オンライン 新人教育部

20:10～21:10 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 オンライン 新人教育部

10月24日（日）

9:30~10:30 クリニカルリーズニング
石飛 千尋先生

（京都府立医科大学附属
北部医療センター）

B-2 オンライン 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 オンライン 北部研修部

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 オンライン 北部研修部

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 オンライン 北部研修部

11月14日（日） 9:30～12:30 運動器理学療法と物理療法 坂口 顕先生
（兵庫医療大学） C-2 物理療法 ハイブリッド 北部研修部

11月21日（日） 10:00～16:00 技術講習会：
体幹機能と腰痛予防エクササイズ

小泉 圭介先生
（東都大学） C-2 運動器 対面（予定） 生涯学習部

11月23日（火/祝） 未定 新人症例発表会 オンライン 新人発表部

12月5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）他 オンライン

12月12日（日） 10:00～17:00 第31回京都府理学療法士学会

学会長  建内 宏重先生
（京都大学） 

準備委員長  太田 恵先生
（京都大学）

Web開催 学会部

12月18日（土）
～19日（日）

初日9:30～17:50 
2日目9:00～17:10 下肢の運動学と理学療法B 市橋 則明先生・建内 宏重先生

（京都大学大学院医学研究科） オンライン


