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マスタープラン進捗状況について（中間報告）
会　長　　太田　誠　

　平成 26 年度（第 5 回）定時総会において、代議員より本会の中長期を見据えたマスタープランに関して
質問があり、翌平成 27 年度総会において、中期的展望に立った第 1 次マスタープラン（平成 27 ～ 29 年度）
を提示いたしました。
　重点項目として「組織力の強化」、「会員の質の担保」、「地域社会に求められる組織としての事業構築」の
3 つを掲げ、3 年間を一期間として検討及び具体的な事業・活動を進めております。
　目標時期を平成 29 年度末と設定しておりましたので、現時点までの進捗状況を報告いたします。また、
この第 1 次マスタープランを進める中で、新たな課題も発見されてきたことから、これらを第 2 次マスター
プラン（平成 30 ～ 32 年度）へ含めて、新たな検討を進めます。

1　組織力強化
（１）自律的運営のできる支部区分の決定

　各支部の会計業務が煩雑化していることが自立運営するための大きな障害となっていることから、各
支部会計業務の軽減化を図るため、一連の会計処理作業を士会事務局へ集約する集中管理体制の計画を
立て、移行準備を平成 28 年度中に整え、平成 29 年度から実施することになりました。
　また、支部区分の再検討については、まずは札幌支部の再編に向けた特別委員会を平成 29 年度内に
設置して検討することとし、他の支部においても行政・他団体との連携を考慮し進めて行く予定です。

（２）管理者 PT ネットワークの構築
　平成 28 年度中に支部毎に各施設代表者の E-Mail アドレスを登録してネットワークを構築しました。
これらの管理者ネットワークを活用して平成 29 年度は全支部で士会帰属意識の向上、及び後進の育成
や個々の理学療法士の質の向上に資するよう、全支部で管理者研修会の開催を予定しています。

（３）局の役割変更、もしくは一時的横断組織の設置
　横断的組織の設置については、部局調整や検討に十分な時間が必要なために見送り、各局長の連携及
び局付け理事の横断的な関わりを調整しながら対応していくことになりました。複数の部署による対応
を求められていた地域包括ケアシステム推進事業については、平成 29 年度職能局に「地域包括ケア推
進部」を新設しました。

2　会員の質の担保
（１）基礎的臨床能力の獲得方法の確立

　各種研修会を実施した結果、平成 28 年度末までに臨床実践研修会受講者が 152 名、理学療法士講習
会（基本編）受講者が 362 名と基本的評価能力や問題解決力向上を目的とした研修会を開催してきました。
また、継続して実施している基礎的な「評価能力の向上」を目的とした研修会についても、より強化が
必要であり、今後は、支部主催の研修会を増やし、受講しやすい環境の整備について検討が必要と考え
ています。

（２）中堅会員のマネジメント能力学習システムの確立
　平成 27 年度から実施している管理者研修会の中で、マネジメント能力の学修を進めています。平成
29 年度以降についても管理者研修会を中心に臨床・教育・管理力を高める研修モデルとして提案するこ
とを予定しています。

（３）生涯学習モデルの構築・提示
　本会としては管理者ネットワークを活用して各施設のスタッフ教育におけるラダーについて調査し、
生涯学習ラダーの検討を進める予定です。しかし、日本理学療法士協会の生涯学習モデルが未確定のため、
この動向に照らし合わせながら士会としての取り組みを検討していきます。

3　地域社会に求められる組織としての事業構築 
（１）リハビリテーションに関わる地域課題の情報収集

　北海道リハビリテーション専門職協会（HARP）事業の中では、各市町村との関わりが始まりました。
今後は、市町村と連携しながら各市町村の地域ケア会議へ参画して行く予定です。また、北海道理学療
法士連盟と共に道議会議員との懇談会を通じて、地域課題の情報収集及び提供を行っていきます。

（２）行政機関との連携体制の構築
　この数年で北海道保健福祉部を中心とする行政担当者と本会との関係が強くなっています。現在は、
会長を中心とした一部の執行役員で対応を行っていますが、この関係を継続可能なものにするために、
これらの人脈を引き継ぐ部署を事務局に配置し、安定した連携体制の構築を行っていかなければならな
いと考えています。
　平成 29 年度は、本会会長が「北海道地域医療介護総合確保基金（介護分）検討協議会の構成員」や「北
海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画検討協議会の構成員」となることが決まっています。

（３）地域包括ケアシステムの構築に向けた各市町村取り組みに対応できる士会組織作り
　日本理学療法士協会主催の地域包括推進リーダー、介護予防推進リーダーの育成研修会や道の基金を
活用した HARP 主催の研修会を開催しています。多くの会員に受講していただき、レベルの向上を図っ
ています。また、これらの研修を終了した会員を中心に各地域の担当窓口数を徐々に拡大しています。



2017 August No.207
03

第 68 回北海道理学療法士学術大会のお知らせ
　　　　　　　　　　平成 29 年度の北海道理学療法士学術大会は下記の要領で開催されます。
　　　　　　　　　　ご参加のほど、宜しくお願い申し上げます。

  【テ　ー　マ】：再検証　理学療法士の根幹
  【会　　　期】：平成 29 年 10 月 21 日（土）～ 22 日（日）
  【会　　　場】：苫小牧市民会館
  【大　会　長】：石川　修一（苫小牧日翔病院）
  【準備委員長】：森田　　学（苫小牧東病院）

  参加登録期間：平成 29 年 8 月 1 日（火）～ 9 月 27 日（水）

  大会ホームページ：http://www.pt-hokkaido.jp/congress/

　　　　＊募集要項については大会ホームページより詳細をご確認ください。
　　　　＊学会開催時の写真が当会ニュース・ホームページ等に掲載される場合がありますことを
　　　　　ご了承下さい。
　　　　＊例年よりも開催時期が早まるのでご注意下さい。

平成 29・30 年度役員就任のお知らせ
事務局長　柿澤　雅史

6 月 10 日（土）開催された、第 8 回定時総会の場において、任期満了に伴う役員選挙が行われ、この結果を
受け、全道区理事は上位 16 名、地区理事 10 名、監事 3 名について、以下のとおり、信任され、就任いたし
ましたので、ご報告致します。

会　長　（重任） 太田　誠 専門学校日本福祉リハビリテーション学院
副会長　（重任） 信太　雅洋 北海道千歳リハビリテーション学院
副会長　（重任） 盛　　雅彦 札幌市身体障害者更生相談所
理　事　（重任） 柿澤　雅史 札幌医科大学附属病院
理　事　（重任） 杉原　俊一 札幌秀友会病院
理　事　（重任） 加藤　新司 札幌山の上病院
理　事　（重任） 濱本　龍哉 新さっぽろ脳神経外科病院
理　事　（重任） 小林　巧 北海道千歳リハビリテーション大学
理　事　（重任） 高橋　尚明 北海道医療大学
理　事　（重任） 橋田　浩 北海道文教大学
理　事　（重任） 時永　広之 札幌医学技術福祉歯科専門学校
理　事　（重任） 長井　豊貴 札幌医学技術福祉歯科専門学校
理　事　（重任） 畑原　理恵 自宅
理　事　（重任） 梅本  かほり 専門学校北海道リハビリテーション大学校
理　事　（新任） 前島　洋 北海道大学大学院保健科学研究院
理　事　（新任） 近藤　和夫 北光記念病院
理　事　（新任） 石田　亮介 函館脳神経外科病院
理　事　（重任） 小山内 康夫 日鋼記念病院
理　事　（重任） 佐藤　義文 札幌渓仁会リハビリテーション病院
理　事　（重任） 石田　和宏 えにわ病院
理　事　（重任） 塩野谷千恵子 小樽老人保健施設はまなす
理　事　（重任） 幸嶋　悠介 岩見沢市立総合病院
理　事　（新任） 前田　健太郎 かわむら整形外科医院
理　事　（重任） 森　　茂樹 帯広協会病院
理　事　（重任） 遠藤　力 釧路協立病院
理　事　（重任） 大倉　修一 北見赤十字病院
監　事　（重任） 小神　博 自宅
監　事　（新任） 岡田　しげひこ 訪問看護ステーション ポット東
監　事　（外部・重任） 千葉　卓 自宅

平成 29・30 年度役員一覧

＊なお、投票結果については、士会ホームページの「平成 29・30 年度役員選挙結果及び役員就任
　のお知らせ」をご覧ください。
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会長　太田　誠（専門学校日本福祉リハビリテーション学院）
来年は、本会創立 50 周年という記念すべき年です。そのような中、我々理学療法士は、地域包括ケ
アシステムの構築に向けて、2025 年を目途に地域の取り組みを準備し、2040 年までの課題に向き合
わなければなりません。また、本会会員においても 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの
支援準備に対応しなければなりません。そのためには理学療法士の資質の向上や士会組織の強化が重
要な課題となります。会員の皆様の益々のご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

副会長　信太　雅洋（北海道千歳リハビリテーション学院）
この度、理事就任、副会長兼支部事業局長を拝命いたしました。地域包括ケアシステムや医療・介護
同時改定など、目まぐるしく変化する環境に対して、適切に対応できる職能団体であるよう会長を補
佐し道内 10 支部の役員・会員ともに尽力する所存です。
地域が活躍する時代が到来してきましたので会員一人ひとりの団体への帰属意識が北海道理学療法士
会を強くします。6 千人近い会員の総力で 2 年間頑張りましょう！

副会長　盛　雅彦（札幌市身体障害者更生相談所）
副会長兼社会局長を拝命いたしました。社会局では、会員の皆様方が保健・医療・福祉・介護の現場
で日々提供している理学療法技術により、いかに道民に貢献しているかということを啓発することに
主眼を置いて活動しています。これからは社会局長としてだけではなく副会長としても道士会全体の
活動をとおして理学療法士の社会的地位向上や皆様が働きやすい環境づくりのお手伝いができればと
考えております。

事務局長　柿澤　雅史（札幌医科大学附属病院）
私達を取りまく環境は、大きく変化し、これらに対応した働き方が求められています。そのため、理
学療法士一人ひとりの資質を高めていくこと、職能団体として組織の力を強化していくこと、地域包
括ケアシステムの様々な活動にも積極的に参加できることなどが必要です。この課題に会員のみなさ
まが臨んで行くにあたり、研鑽の場を提供し、士会として組織体制を強化し、理学療法士が道民から
信頼される職業として確立するよう尽力してまいります。

学術局長　杉原　俊一（札幌秀友会病院）
平成 30 年には、診療・介護報酬の同時改定、また日本理学療法士協会では新しい生涯学習システム
に向けた準備も進んでおります。このような環境の変化に適応すべく、平成 30 年 7 月 27・28 日には、

「理学療法のワークシフト」をテーマに 50 周年記念学会を開催いたします。専門領域・学会研修・学
術誌部の機能的連携を強化し、生涯学習システムの構築を進めて参りますので、引き続きご支援の程、
よろしくお願いいたします。

教育局長　加藤　新司（札幌山の上病院）
このたび教育局長に拝命いたしました札幌山の上病院の加藤新司と申します。この与えられた 2 年間
で協会主導の新人教育プログラムや新人教育の基本である臨床能力向上、またスポーツ関連から介護
関係に至るまでの新人育成に向け、北海道の会員数や広域な特性を踏まえ、より質の高い教育とシス
テム構築に向け努力していきます。今後ともよろしくお願いします。

職能局長　濱本　龍哉（新さっぽろ脳神経外科病院）
理事選挙の立候補趣旨でも述べさせていただきましたが、地域包括ケアシステムの推進を士会の活動、
北海道リハビリテーション専門職協会の活動の中で進め、会員の方々へも情報の配信と共に協力体制
を作っていきたいと考えます。また、今後の地域での理学療法士の活動を通して、専門職としての評
価を道民の中で高めていけるよう働きかけを行っていきます。
皆さまのご協力をお願いします。

04

平成 29・30 年度理事・監事就任の挨拶
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事務・支部事業局付け理事　小林　巧（北海道千歳リハビリテーション大学）

この度、事務・支部事業局付け理事に就任しました小林巧です。今回の役員改選は選挙となりましたが、
会員の皆様から選ばれたという、その責任の重さに身の引き締まる思いで一杯です。当会は急激な会
員数の増加により、事務局体制の強化および支部事業の円滑な運営は重要な課題です。それらを改め
て見直し、会員の皆様が利用しやすい士会であり続けられるよう尽力する所存です。今後ともよろし
くお願いいたします。

事務・支部事業局付け理事　時永　広之（札幌医学技術福祉歯科専門学校）

この度、事務・支部事業局付理事に就任しました札幌医学技術福祉歯科専門学校の時永広之です。今回、
配属が変更になり、周囲の皆様に教えていただきながら職務に尽力させていただきたいと考えていま
す。今後は、北海道理学療法士会が円滑に運営されることと各支部の会員の皆様が様々な士会活動に
参加していただくためのお手伝いができればと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

事務・支部事業局付け理事　畑原　理恵（自宅）

このたび、事務・支部事業局付け理事を拝命いたしました。北海道における理学療法士会の会員数も
毎年増え続け、士会事務局の役割や理学療法士が一般の方々に関わる機会も今後ますます増えていく
と思われます。そのような状況のなかで、理学療法士会の運営や支部会員の皆様の活動が少しでもス
ムーズに進められるよう、微力ながらお手伝いさせていただければと考えております。どうぞ、よろ
しくお願いいたします。

学術・教育局付け理事　高橋　尚明（北海道医療大学）

この度、引き続き学術・教育局付け理事を拝命しました高橋尚明です。理学療法士のキャリアアップ
については、臨床技能や研究活動の向上に効果的な生涯学習システムの構築など、早急な対応を要す
る課題が山積みです。教育環境の変化や職域の拡大など、理学療法を取り巻く環境が変化する中、的
確な生涯学習の機会を提供すべく努力いたします。皆様が参加しやすい北海道士会となる様、ご意見、
ご協力をいただけますようお願いいたします。

学術・教育局付け理事　橋田　浩（北海道文教大学）

この度、学術・教育局付け理事を拝命いたしました橋田です。過去 4 年間理事として微力ながら士会
活動を行って参りました。現任期は引き続き会員皆様の理学療法士としての資質向上、また北海道民
の健康・福祉に貢献出来るよう努力いたします。また来年は北海道理学療法士会が設立され 50 年を
迎えます。より多くの会員が理学療法の将来に向けて盛り上がっていける士会運営を考えております。
よろしくお願いします。

学術・教育局付け理事　前島　洋（北海道大学大学院保健科学研究院）

この度、学術・教育局付け理事を拝命いたしました。私は日本理学療法士協会における理学療法学編
集委員会、ガイドライン・用語策定委員会、研究安全・学術倫理委員会委員等の活動に携わってきま
した。これまでの協会活動における経験を生かして、日本理学療法士学会や生涯学習機構の構築に対
応した北海道理学療法士会の学術・教育領域における更なる発展を目指し、会員の皆様と力を合わせ
て士会活動に取り組んでいきたいと思います。

社会・職能局付け理事　長井　豊貴（札幌医学技術福祉歯科専門学校）

この度、社会・職能局付け理事を拝命いたしました長井豊貴と申します。平成 21 年から理事に就任し、
社会局および職能局を主に担当してまいりました。この間、理学療法士を取り巻く社会環境は、2025
年問題をはじめ、保健・医療・福祉の更なる連携が求められる等、刻々と変化してきました。我々理
学療法士が社会で、そして地域で認められる存在であるように会員の皆様を支援してまいりたいと考
えます。何卒よろしくお願いします。
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社会・職能局付け理事　梅本　かほり（北海道リハビリテーション大学校）

前任期に引き続き、社会・職能局付け理事に任命されました梅本かほりです。
理学療法士の社会的認知度を向上して、活躍の場を予防や地域など様々な分野へ広げていくことが、
今必要とされています。社会局・職能局の皆さんと協力して、社会の動向を把握しその変化に合わせて、
会員の皆様の働きやすい環境づくりを支援していきたいと思っております。2 年間よろしくお願いい
たします。

社会・職能局付け理事　近藤　和夫（北光記念病院）

この度、新任として社会・職能局付け理事を拝命しました近藤です。士会運営に携わること自体が初
めてで、わからないことだらけですが、反面、一般会員としての意見を投げかけることができるので
はないかと思っています。魅力ある士会づくりを目指しますので、ご協力ください。どうぞ、よろし
くお願いいたします。

道南地区理事　石田　亮介（函館脳神経外科病院）

この度、山下前地区理事から道南地区理事を引き継ぐことになりました。道南支部と道士会の円滑な連
携と情報共有に努め、道南そして北海道の会員にとって有益な活動ができるよう微力ではありますがお
手伝いできればと思います。また、道南は北海道新幹線の開業に伴い、本州との往来がより便利になり
ました。青森県をはじめとした東北の県士会とも協業できることがないか模索したいと思います。

日胆地区理事　小山内　康夫（日鋼記念病院）

この度、日胆地区理事を再任させて頂きました。地域包括システムが本格的に稼働し、地域住民にリ
ハ職が必要と感じて頂けるように他団体と協力しながら活動していきたいと思います。また、今年度
から日胆支部は石川支部長が就任し、10 月には第 68 回北海道理学療法士学術大会を苫小牧で開催い
たします。若い力を集結して成功裏に開催できるように進めております。どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

札幌地区理事　佐藤　義文（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

札幌地区理事を再選となりました。札幌支部は会員数 2,300 名を超え、施設は 329 施設に上ります。
今後、会員数増加や、理学療法団体の組織力も必要と考え、札幌支部では、会員が講師や道士会活動
にもっと参加してもらうためのシステム作り（講師＆スタッフバンク）を進める為、秋頃に広く、ア
ンケート調査を行う予定です。また 2 月には第 4 回札幌理学療法学術大会も開催致します。今後とも
皆様のご協力、お願い申し上げます。

石狩地区理事　石田　和宏（えにわ病院）

石狩地区理事として 3 期目となります。石狩支部では士会活動の地域差（特に南北）を減らすこと，
介護予防ならびに理学療法週間事業の推進，学術活動の活性化を中心に取り組んで参りましたが，ま
だまだ課題は山積しております。これらの課題を一歩ずつ解決することはもちろんのこと，若い会員
が士会活動に少しでも興味を持ち，主体的に参加いただけるような石狩支部を目指したいと思います。
会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

後志地区理事　塩野谷　千恵子（小樽老人保健施設はまなす）

この度、後志地区理事に再任させていただきました塩野谷千恵子です。後志地区には 20 市町村中 9
市町村に理学療法士が在籍しています。今後は所属している病院・施設の業務の他に地域での活動が
求められます。会員の知識・技術の向上と共に地域活動における理学療法士を支援していける支部活
動になるように支部役員、会員の皆様と協力していきたいと考えています。



2017 August No.207 07

空知地区理事　幸嶋　悠介（岩見沢市立総合病院）

この度、空知地区理事に再任いたしました幸嶋と申します。支部役員・部員と協働し、多くの会員が
興味を持ち、参加できる支部事業の開催をサポートしていきたいと考えております。その中で会員・
施設間のネットワーク構築やニーズの高まる各種社会活動への参加を促進していけるよう努める所存
です。どうぞよろしくお願いいたします。

道北地区理事　前田　健太郎（かわむら整形外科医院）

新たに道北地区理事を拝命しました前田です。理学療法士数の増加、高齢者増、長寿化、社会保障費
問題など様々な変化が起こっている中で、判断・決断することは大変難しいことだと思います。これ
まで学んできた事、考えてきた事に加えて、更に教養を高める努力を行い、多くの方々の意見に耳を
傾けながら、その判断を行いたいと思います。理事になってもこれまで通り熱意をもって務めていく
所存ですので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

十勝地区理事　森　茂樹（帯広協会病院）

平成 23 年度より支部長・地区理事を努めさせていただきましたが、今年度より小岩支部長をバックアッ
プし、北海道理学療法士会と支部との連携を図る立場となりました。
今後も増加する会員が、地域における社会資源として活躍出来る様、資質向上の場を提供する事と、
社会的に認知される様、支部会員、役員と共に努力していきます。
宜しくお願いいたします。

釧根地区理事　遠藤　力（釧路協立病院）

平成 22 年の公益社団法人化より地区理事を拝命し、今期も引き続き釧根地区理事を務めさせていただ
く事になりました。20 年前に支部が立ち上がった時には 40 名程の支部会員も今では 200 名に届かんと
しております。これからの地域ニーズにしっかりと応えるためには支部内の結束を図り更なる研鑽を積
んでいかなくてはならないと考えており、支部役員・支部会員の皆様と一緒に頑張っていきたいと思っ
ております。

道東地区理事　大倉　修一（北見赤十字病院）

この度、平成 27・28 年度に引き続き道東地区理事に再任させていただきます大倉修一です。大森支
部長のもと行われている地域包括協働事業など地域包括ケアシステムへの確立に向けた事業や、支部
学術大会等支部会員の学術研鑽が図れるようサポートをさせていただきます。
今後更に地域での保健・医療・福祉への発展に貢献出来るよう努力していく所存です。
皆様のご指導・ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

監事　小神　博（自宅）

北海道理学療法士会の役員として、昭和 62 年より関わり約 30 年になります。
その間、様々な変遷があり、現在、公益社団法人となり、理学療法士が道民への医療、福祉の担い手と
して質の高いサービス提供が求められております。
会員数も増え、それに伴い事業数、予算額も増えておりますが、士会の効率的な事業運営、予算の適正
な執行がなされているか公正な立場で活動してまいります。

監事　岡田　しげひこ（訪問看護ステーション ポット東）

監事に就任しました、新任の岡田しげひこです。監事重任のお二人から、ご指導受けながら、士会の
ため、会員のため、また道民のためにまい進していこうと思っています。どうぞよろしくお願いいた
します。
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～職場紹介～
会員が働いている現場を紹介

会員が働いている現場や PT マップでは伝わらない職場の
雰囲気などをリレー形式でみなさんに紹介していきます。

八木整形外科病院　細貝　晃司
( 札幌市西区西野 3 条 5 丁目 1 番 35 号 )

　当院は平成 7 年に札幌市手稲区に手稲八木整形外科と
して膝関節外科専門医院を開院し、平成 17 年には山の手
通八木病院として整形外科全般を治療できる病院を目指
し、札幌市西区に移転しました。平成 27 年から開院 20
周年を記念して、病院名を新たに医療法人知仁会八木整
形外科病院と改称し、人工関節センター、スポーツ医学・
関節鏡センターを付属して、より高度な医療を提供でき
る病院として発展してきました。

 
　院長の八木知徳医師は北海道テニス協会の副会長・札
幌テニス協会会長・医科学委員会委員長であり、テニス
選手に対するメディカルチェックや国際大会へのトレー
ナー派遣も行っています。また今年度からは、北大スポー
ツ整形外科講座名誉教授の安田和則医師を招き、スポー
ツ外来を開設し、今後より一層スポーツ選手への治療も
活発になっていきます。
　当院の実績として、昨年度は手術件数 849 例、その中
でも人工膝関節は 255 例を数え、札幌市内で最も多い件
数を誇っています。札幌市西区、手稲区など病院近郊の
患者様の他にも、稚内、函館、網走など全道各地から手
術を受けに来られる患者様がいます。札幌近郊だけでな
く、遠方の患者様も安心して入院生活を送れるように、
回復期病棟を併設することで、退院まで十分なリハビリ
テーションを受けることが可能となっています。

　回復期病棟では、1 日 2 回の体操の時間や歩行練習の
時間を設け、病棟と連携してリハビリテーションを行っ
ています。退院後も可能な限り、外来通院でリハビリテー
ションを継続していただき、通院が難しい患者様にも、
平成 26 年に訪問リハビリを開設したことにより、退院後
のフォローも行えるようになりました。
　また当院では、患者教育の一環として、骨粗鬆症治療
の大切さを知っていただくことを目的に、入院患者様・
外来患者様を対象に医師・薬剤師・理学療法士・栄養士
が月に 2 回「こつこつ教室」という教室を開催しています。
また、ロコモティブシンドロームを予防する目的として、
外来患者様を対象に、月に 1 回ロコモ教室を開催してお
り、その他にも患者様の健康づくりや病気の予防につな
げる活動も行っています。
　当院の病床数は 120 床で、リハビリテーション科は理
学療法士 15 名（訪問リハビリ 2 名）、作業療法士 1 名、
助手 1 名の合計 17 名で構成されています。平成 29 年 6
月には新棟が完成し、新しくなったリハビリ室で心機一
転、患者様それぞれの生活に合わせた理学療法を提供で
きるよう、スタッフ一同励んでいきたいと考えておりま
す。

病院外観

リハビリ室
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　慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease: 

COPD）はタバコ煙を主たる原因とした肺の炎症性疾患であ

る。さらに炎症性サイトカインを介して全身の併存症を誘発

すると考えられていることから、全身性疾患として捉えられ

ている 1)。全身への影響で理学療法士に特にかかわりの深い

骨格筋機能障害は、筋萎縮、筋線維の変化（赤筋が減少し、

相対的に白筋の割合の増加）、筋毛細血管の減少、筋代謝能

力の低下を主体とする 2)。

　COPD のガイドラインにおいて、軽症から長時間作用性気

管支拡張薬の定期的な使用や呼吸リハビリテーションの併用

が推奨されており、COPD に対する呼吸リハビリテーション

は、運動耐容能の改善、呼吸困難感の軽減、健康関連 QOL

の向上などの効果がある 1)。また運動療法については、低強

度負荷での運動療法も高強度負荷での運動療法もどちらも臨

床的に有用であるものの、高強度負荷の方がより生理学的効

果が高いため、いかに安全に高強度負荷での運動療法を行う

かということが、これまでの呼吸リハビリテーションにおけ

る理学療法士の役割の 1 つとなってきた。

　近年、COPD 患者において、身体活動の重要性が明らかと

なってきている。Waschki らは 3)、COPD の代表的な呼吸

機能検査値である予測一秒量 (FEV1%pred.) や、栄養の指標

である除脂肪指数 (Fat-free mass index)、運動耐容能の指標

である 6 分間歩行距離 (6-minute walk distance) よりも、日

常的な歩数 (steps per day) や、1 日の総エネルギー量を一晩

のエネルギー量で割った値 (physical activity index) の方が

COPD 患者の死亡率に影響を与えると報告している ( 図 1)。

　運動耐容能の改善と健康関連 QOL の改善を目的としたこ

れまでの呼吸リハビリテーションはもちろんのこと、これか

らの呼吸リハビリテーションは、さらに身体活動の向上も目

指した介入が必要である。

引用文献

1）日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 4 版作成委員会 . 

COPD ( 慢性閉塞性肺疾患 ) 診断と治療のためのガイド

ライン第 4 版 . 株式会社メディカルレビュー社 , 東京 , 

2013, pp21-23

2） Nici L, et al.: American Thoracic Society/European 

R e s p i r a t o r y  S o c i e t y  s t a t e m e n t  o n  p u l m o n a r y 

rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med, 173, 1390-

1413, 2009.

3） Waschki B, et al.: Physical activity is the strongest 

predictor of all-cause mortality in patients with COPD: a 

prospective cohort study. Chest, 140, 331-342, 2010.

　　COPD における身体活動
北海道千歳リハビリテーション大学　森野　陽

図 1. 身体活動に関連する相対死亡率と確立された予測因子の

死亡率との比較 ( 文献 3 より引用 )

臨床に役立つワンポイントアドバイスを紹介 Vol.29 
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平成 29 年度第 1 回定時理事会議事録要約（通算開催第 42 回）
1. 開催日時：平成 29 年 5 月 20 日（土）16：00 ～ 19：00
2. 開催場所：カミヤマビル会議室
3. 出 席 者 ：理事総数 25 名

出席理事 24 名

4. 議　　長：代表理事（会長）　太田　誠

会　　長 太田　　誠 副 会 長 信太　雅洋　　　事務局長 柿澤　雅史
学術局長 杉原　俊一 教育局長 加藤　新司　　　社会局長 盛　　雅彦
職能局長 濱本　龍哉 事務・支部事業局付け理事　   遠藤　晃祥　　　事務・支部事業局付け理事 小林　　巧
学術・教育局付け理事　　高橋　尚明 学術・教育局付け理事　　　橋田　　浩　　　学術・教育局付け理事 時永　広之　　　
社会・職能局付け理事　　長井　豊貴 社会・職能局付け理事　　　梅本かほり　　　道南地区理事　　　山下　康次
日胆地区理事　　小山内　康夫　　　札幌地区理事　　　佐藤　義文　　　石狩地区理事　　　石田　和宏
後志地区理事　　塩野谷千恵子　　　空知地区理事　　　幸嶋　悠介　　　道北地区理事　　　木村　和久
十勝地区理事　　森　　茂樹 釧根地区理事　　　遠藤　　力　　　道東地区理事　　　大倉　修一

（欠席理事 1 名　社会・職能局付け理事　畑原　理恵）
監事総数　　3 名
出席監事　　3 名　　髙橋　善雄　小神　博　　千葉　卓
相 談 役　　2 名
出席相談役　1 名　　宮本　重範（欠席相談役 1 名　福田　修）

5. 決議事項
1）平成 28 年度事業報告及び決算書について

提出者：事務局長　柿澤　雅史
会長、各局長より、平成 28 年度事業報告が各々なされた。
平成 28 年度決算書については、遠藤理事より、貸借対
照表、正味財産増減計算書について説明がなされた。貸
借対照表においては、資産合計が約 4,980 万円、負債合
計が約 376 万円、正味財産合計 4,600 万円であった。正
味財産増減計算書については、当年収益が約 6,700 万円
で会費収入と学術事業収入が収益の殆どを占める。費用
合計が約 6,400 万円で期末残高が約 4,600 万円、約 350
万円の黒字で今期を終えた旨、説明された。遊休財産額
が保有上限を超えた件で、札幌市の運トレ事業の期中の
終了に伴う委託費の減少、記念事業積立金の計上額およ
び毎年収入が増えており、税理士事務所からは公益事業
の支出の確保が必要と指摘され、今後、運トレ事業のよ
うな事業の確保が必要ではないか。平成 28 年度事業報
告及び決算書（損益）について、その賛否を諮ったとこ
ろ、全員異議なくこれを承認した。

2）平成 29 年度永年会員の推薦について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
平成 29 年度永年会員 5 名の申請があった。冨永　淳会員、
佐藤　克弘会員、浅賀　忠義会員、若井　克史会員、太
田　智弘会員。定款第 5 条第 1 項第 3 号「30 年以上の
会員歴を有する満 60 歳以上の正会員であって、理事会
の推薦を受け、総会の承認を得たもの」並びに定款細則
第 2 条第 5 項「永年会員は、30 年以上の士会員歴を有し、
3 月 31 日時点で満 60 歳以上の条件を満たし、かつ 5 年
分の年会費相当額を一括納入する事により、終身に渡り、
正会員としての権利を得ることができる。」という規定
が適用する旨、説明がなされ、その賛否を諮ったところ
全員異議なくこれを承認した。

3）定款、理事及び監事選任規程の一部変更について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
前回、理事会決議事項において定款、理事及び監事選任
規程の一部変更を承認いただいたが、附則について、修
正が必要との指摘を受け、常任理事会での付託事項と
なっていた。変更内容については、その賛否を諮ったと
ころ、全員異議なくこれを承認した。

4）平成 29 年、30 年度外部監事の承認について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
外部監事について、前年度同様、千葉　卓氏（北海学園
大学　名誉教授）の推薦について、全員異議なくこれを
承認した。

5）第 8 回定時総会議案ならびに議決権行使方法について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
第 8 回定時総会議案については、第 1 号議案 永年会員
の承認を求める件、第 2 号議案 定款第 10 条第 1 項第 1
号改正案の承認を求める件、第 3 号議案 定款第 23 条第
2 項改正案の承認を求める件、第 4 号議案 平成 28 年度
事業報告、並びに決算報告書の承認を求める件、第 5 号
議案 平成 29・30 年度理事及び監事の選任を求める件、
第 6 号議案 会員以外から選出される監事の承認を求め
る件、並びに平成 29 年度事業予算について報告事項と
して、当日説明を行う旨、説明がなされ、その賛否を諮っ
たところ、全員異議なくこれを承認した。また、理事及
び監事の選任については、総会前の選挙にて代議員によ
る投票を行う。議決権行使方法についても、その賛否を
諮ったところ、電磁的方法を採用することで、全員異議
なくこれを承認した。総会資料の配布について、代議員
と役員以外の一般会員へは、昨年同様、簡易版を送付す
る旨、併せて説明がなされた。

6）定款細則の一部変更について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
副部長職を新設したい。各団体からの派遣依頼の際、内
容によっては、推薦者に当会での役職が無い場合、推薦
に支障が生じる場合があり、副部長の職位を設け、臨機
応変に対応していきたい。ついては、定款細則第 8 条、
第 12 条、第 13 条において、副部長職位の設置について
一部変更を行うことについて、その賛否を諮ったところ、
全員異議なくこれを承認した。

7）平成 28 年度（H26・H27 年度士会費未納会員）会員未
納退会の承認について
提出者：事務・支部事業局付理事　遠藤　晃祥
H27・H28 年度士会費未納会員について、協会より会費
未納退会処理の連絡があった。3 月 31 日までに入金の
なかった 86 名が平成 29 年 3 月 31 日付退会処理となっ
た。再度入会を希望の場合は、入会手続ならびに入会金・
年会費・未納分の納入が必要となる。また、退会前の履
歴（新プロ・生涯学習履歴等）は全て無効となり、再入
会後は一からの再履修となる旨、説明がなされた。未納
退会予定者の退会について、その賛否を諮ったところ、
全員異議なくこれを承認した。

8）平成 29 年度会員権利停止について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
未納会員（H28 年度年会費未納）の会員権利停止につい
て、会費未納会員に対する取り扱いの内規第 3 条より、
本年度（平成 29 年度）本会会員としての全ての会員権
利停止となる会員が 86 名生じた旨、説明がなされ、そ
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の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

9）賛助会員の名称変更について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
賛助会員の北海道千歳リハビリテーション学院が北海道
千歳リハビリテーション大学への名称変更申請が提出さ
れた。北海道千歳リハビリテーション学院の名称変更に
ついて、全員異議なくこれを承認した。

10）第 68 回北海道理学療法士学術大会企画書の一部変更に
ついて
提出者：学術局長　杉原　俊一
第 68 回北海道理学療法士学術大会のスケジュールを変
更したい。土曜日の午前中の方が市民の参加が見込める
と判断し、開会式前の午前中に移動させたい。更に市民
公開講座から参加する会員の方には、その流れで開会式
に参加して頂き、大会を盛り上げたい。また、平成 28
年度診療報酬改定において、排泄自立指導料が新設され
たが、あまり周知されておらず、特別企画として排泄自
立支援領域の理学療法セミナーを追加したい。以上、第
68 回北海道理学療法士学術大会企画書の一部変更につ
いて、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承
認した。

11）部員の異動について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
部員の異動について報告がなされ、異動内容について承
認された。

（異動内容）
○事務局
　【就任】総務・財務部　部員　1 名※欠員補充

就任日　平成 29 年 5 月 8 日
○社会局
　【就任】スポーツ支援部　副部長　1 名※追加

就任日　平成 29 年 5 月 20 日
○釧根支部
　【退任】社会部　部員　　　　1 名

退任日　平成 29 年 3 月 11 日
※休会の為、補充なし

○道東支部
　【退任】事務部　部員　　　　1 名

退任日　平成 29 年 3 月 17 日
※異動の為、補充なし

○道北支部
　【退任】学術・教育部　部員　1 名

退任日　平成 29 年 3 月 22 日
※異動の為、補充なし

○後志支部
　【退任】学術・教育部　部員　1 名

退任日　平成 29 年 4 月 20 日
※異動の為、補充なし

○空知支部
　【就任】社会部　部員　　　 1 名※追加

就任日　平成 29 年 5 月 20 日

12）派遣・推薦について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
7 事業 33 名会員の派遣及び推薦について、全員異議な
くこれを承認した。

・北海道肢体不自由児者福祉連合協会　評議員　1 名
任期：平成 28 年度決算終結時から平成 32 年度決算終
結時（4 年間）

・石屋製菓 2017IPC ノルディックスキーワールドカップ
札幌大会　6 名
日程：平成 29 年 3 月 17 日（金）

～平成 29 年 3 月 22 日（水）
・第 29 回日刊スポーツ豊平川マラソン　5 名

日程：平成 29 年 5 月 5 日（金）
・第 40 回北海道を歩こう　4 名

日程：平成 29 年 5 月 28 日（日）
・平成 29 年度住宅改善指導チーム　委員　14 名

任期：委嘱日～平成 31 年 3 月 31 日
・平成 29 年度高齢者等住宅改善支援システム推進連絡

協議会委員　2 名
任期：委嘱日～平成 31 年 3 月 31 日

・大谷地パークアベニュー団地いきいきサロン「老人ク
ラブリラ会」セミナー　1 名
日程：平成 29 年 7 月 26 日（水）

13）名義後援申請承認について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
名義後援申請依頼 1 件について説明がなされ、その賛否
を諮ったところ、全員意義なくこれを承認した。
1. 事　　業：地域まるごと健康フォーラム

～認知症の人の思いから始めるまちづくり～
日　　程：平成 29 年 8 月 6 日（日）
会　　場：道新ホール
申請団体：社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団、株式

会社 NHK エンタープライズ

14）会員異動（平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 5 月 9 日届
出受理分）
提出者：事務局長　柿澤　雅史
新入会：188 名　転　入：25 名　転　出：28 名
休　会：79 名　退　会：132 名（任意 20・除名 0・物故 0・
未納 86・休会経過退会 16）

6. 報告事項
1）札幌支部再編に向けた特別委員会の設置

提出者：会長　太田　誠
マスタープランの一部である支部再編に関して、札幌支
部の再編に向けた検討にあたり、札幌支部再編検討委員
会を設置したい。委員として 6 名、その他、事務・支部
事業局付け理事と支部事業局長とし、この 2 名は改選後
の就任者とする。

2）マスタープラン進捗状況について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
マスタープランの進捗状況について基本計画を 3 本（1
組織力強化、2 会員の質の担保、3 地域社会に求められ
る組織としての事業構築）とし、文言については今一度
整理した上で、総会で報告する。

１組織力強化
・自律的運営のできる支部区分の決定

札幌支部の再編に向け平成 29 年度内に特別委員会を
設置し 4 回開催を計画。
連携推進の必要性から各支部でも市町村との関係性が
築かれてきた。更に地域リハビリテーション事業を受
託した地域では作業療法士会、言語聴覚士会と共に進
める。

・管理者 PT ネットワークの構築
支部ごとに E-Mail アドレスの登録によるネットワーク
の構築ができた。今後は、このネットワークを強化す
る。平成 29 年度は全支部で管理者研修会の開催を予定。

・局の役割変更、もしくは一時的横断組織の設置
スポーツ支援や介護予防等、社会局や教育局の共同体
制で対応していく必要もあるが、地域包括ケアシステ
ムに係る活動においては、職能局に新たに地域包括ケ
ア推進部を新設し、対応することとした。

２会員の質の担保
・基礎的臨床能力の獲得方法の確立

新人教育プログラム必須研修会 386 名、新人教育プロ
グラム選択研修会士会、支部合わせ 1159 名 臨床実践
研修会（運動器・神経・内部障害）152 名 学療法士
講習会（基本編）4 本 362 名
症例検討会（支部）発表者 69 名

・中堅以降会員のマネジメント能力学習システムの確立
支部で開催する講習会を小規模研修会に拡大・統合し
た自由度のある形に移行し、各支部におけるマネジメ
ント研修会の開催の準備を整えた。平成 29 年度は臨床・
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教育・管理力を高める研修モデルとして提案を予定し
ている。

・生涯学習モデルの構築・提示
管理者 PT ネットワークを活用し、教育におけるラダー
の有無について調査する。協会においての情報を鑑み
ながら、士会としての取り組みを模索する。

３地域社会に求められる組織としての事業構築 
・リハビリテーションに関わる地域課題の情報収集

連盟と共に道知事や道議会議員との懇談会を通じ、地
域課題の情報収集、提供を行っている。

・行政機関との連携体制の構築
HARP（一般社団法人北海道リハビリテーション専門職
協会）の立場から各地区長を中心に行政機関・保健所
への訪問を行い、地域包括ケアシステムにおける連携
に努め、更に各市町村担当者の増員、研修会開催にて
強化した。

・地域包括ケアシステムの構築に向けた各市町村取り組
みに対応できる士会組織作り
市町村担当者数　319 名（60 名重複担当）、地域包括
ケア推進リーダー 291 名、
介護予防推進リーダー 207 名

・地域ケア推進会議への参画及び定着
職域事業部での地域包括ケア研修会実施。HARP 事業
にて人材育成実施、各地域実態の情報集約。

・行政・市町村担当者・支部・士会連携システムの構築
HARP での情報の双方向化に向けてサイボウズ導入、
運用をしている。

・地域における予防活動への積極的参加
一般市民を対象とした介護予防や健康増進に関するイ
ベント等へ出展、町内会や地区センターでの体操講
座や健康講話への講師派遣を通して、地域の予防活動
への自助・互助意識を持たせる取り組みを行った。

・スポーツ障害予防事業の推進・整理・見直し
2017 札幌冬季アジア大会への参画、派遣スタッフ選
抜を契機としてスポーツ支援のための道士会人材デー
タバンクを作成した。また、大会の派遣スタッフの質
を担保するため 3 回研修会を実施した。
今後は、教育局や学術局と連携して多種多様な他のス
ポーツ支援に対しても適切な人材育成を検討。

3）ヘルシー・コミュニティー事業への派遣協力について
提出者：社会局長　盛　雅彦
公益財団法人スペシャルオリンピック日本」の理事長よ
りヘルシー・コミュニティー事業へ理学療法士の派遣協
力の依頼があった。本事業は、障がい者スポーツを支援
するものであり、会長が掲げる重点項目の一つでもある
こと、初めての試みであり理学療法士の啓発となり当会
にとっても有益であると考えられることから、会員を派
遣することを社会局長決裁で協力を引き受けた。

4）シルバーリハビリ体操について
提出者：会長　太田　誠
日本理学療法士協会より、「理学療法の日」にあわせて、
シルバーリハビリ体操の全国展開への協力要請があり、
当会において、協力することとする。

5）第 35 回東北理学療法学術大会について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
第 35 回 東北理学療法学術大会　及川龍彦 大会長（岩手
県士会　副会長）より道南支部長宛に開催案内が届いた。
北海道士会員全体への周知希望もあり、周知対応を行う。
テーマ：社会の変革期に理学療法士の「質」を問う
会　期  ：平成 29 年 11 月 18 日（土）～ 19 日（日）
会　場  ：盛岡市民文化ホール（マリオス）
大会長：及川　龍彦（岩手リハビリテーション学院）
参加費：事前 5,000 円   当日 6,000 円   デイパス 4,000 円

6）名義後援承諾団体承認の報告
提出者：事務局長　柿澤　雅史
承諾をした名義後援承諾団体 7 件について報告がなされた。

1. 事　　業：北海道理学療法士連盟主催 第 1 回　平成
29 年度研修会

日　　程：平成 29 年 4 月 1 日 ( 土 )
会　　場：札幌医学技術福祉歯科専門学校
申請団体：北海道理学療法士連盟
申請団体：苫小牧リハビリテーション研究会

2. 事　　業：Reha-ABA 研究会　平成 29 年度第 1 回研
修会

日　　程：平成 29 年 5 月 13 日 ( 土 )
会　　場：市立札幌病院
申請団体：北海道内部障害リハビリテーション研究会

3. 事　　業：第 42 回札幌マラソン講演会
日　　程：平成 29 年 10 月 1 日（日）
会　　場：真駒内セキスイハイムスタジアム
申請団体：一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 

4. 事　　業：いきいき健康・福祉フェア 2017（協力名義）　　　
日　　程：平成 29 年 10 月 13 日（金）～ 15 日（日）
会　　場：アクセスサッポロ
申請団体：いきいき健康・福祉フェア 2017 実行委員会

5. 事　　業：第 32 回北海道肩研究会　　　
日　　程：平成 29 年 10 月 21 日（土）
会　　場：札幌市教育文化会館
申請団体：北海道肩研究会

6. 事　　業：日本ボバース研究会北海道ブロック
平成 29 年度第 2 回成人部門勉強会
日　　程：平成 29 年 7 月 16 日（日）
会　　場：札樽病院（小樽市銭函 3 丁目 298 番地） 
申請団体：日本ボバース研究会北海道ブロック 

7. 事　　業：第 64 回苫小牧リハビリテーション研究会　
講演会　

日　　程：平成 29 年 7 月 5 日（水）
会　　場：グランドホテルニュー王子 3 Ｆ

「グランドホール」 
申請団体：苫小牧リハビリテーション研究会 

7）名義後援事業報告
提出者：事務局長　柿澤　雅史
承諾をした名義後援事業 1 件の事業報告がなされた。
1. 平成 28 年度障害者スポーツ振興事業 障害者スポーツ

理解促進フェスティバル
　（開催日：11 月 19 日（土）～ 20 日（日）)
　（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 )

8）各種会議等報告
3 月 01 日（水）～ 02 日（木）日本理学療法士協会都道
府県コーディネーター導入研修会（綿谷職域教育部長）
3 月 22 日（水）北海道肢体不自由児者福祉連合協会平成
28 年度第 2 回評議員会（信太副会長）
3 月 27 日（月）北海道マラソン 2016 第 2 回実行委員会、
北海道マラソン 2017 第 1 回実行委員会（山本生涯スポー
ツ支援対策特別委員長）
5 月 18 日（木）北海道マラソン救護会議（山本生涯スポー
ツ支援対策特別委員長）

9）各種会議等出席予定
5 月 27 日（土）日本理学療法士協会　新生涯学習システ
ムに関する意見交換会（杉原学術局長、加藤教育局長）
6 月 02 日（金）一般社団法人北海道医療ソーシャルワー
カー協会　設立 60 周年記念式典（太田会長）
6 月 22 日（木）一般社団法人北海道総合自宅ケア事業団
平成 29 年度通常総会（柿澤事務局長）
7 月 26 日（水）大谷地パークアベニュー団地いきいきサ
ロン「老人クラブリラ会」セミナー

（石橋介護予防・健康増進支援部長）

10）会員異動（平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 5 月 9 日届
出受理分）
道内異動：49 名　復会：2 名　転出：13 名　転入：5 名
道内異動：153 名　復会：39 名　転出：28 名　転入：25 名
総会員数：5,392 名（在会：4,931 名、不明：26 名、休会：435 名）
公文書発行枚数：65 枚
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平成 29 年度第 1 回臨時理事会議事録要約（通算開催第 43 回）
1. 開催日時：平成 29 年 6 月 10 日（土）17：00 ～ 19：00
2. 開催場所：北海道経済センタービル　第 3 会議室
3. 出 席 者 ：理事総数 26 名

出席理事 26 名

4. 議　　長：代表理事（会長）　

監事総数　　3 名
出席監事　　3 名　　小神　博　　千葉　卓（欠席監事 1 名　岡田しげひこ）
相 談 役　　2 名
出席相談役　1 名　　福田　修（欠席相談役 1 名　宮本　重範）

5. 決議事項
1）会長の互選ならびに副会長および常任理事の選定につい

て
定款 20 条 2 項により、会長、副会長、常任理事が選定
された。会長は太田誠氏、副会長兼支部事業局長に信太
雅洋氏、副会長兼社会局長に盛雅彦氏、事務局長に柿澤
雅史氏、学術局長に杉原俊一氏、教育局長に加藤新司氏、
職能局長に濱本龍哉氏が選定された。また、事務・支部
事業局付け理事に小林巧氏、時永広之氏、畑原理恵氏、
学術・教育局付け理事に高橋尚明氏、橋田浩氏、前島洋
氏、社会・職能局付け理事に長井豊貴氏、梅本かほり氏、
近藤和夫氏が選定された。その賛否を諮ったところ、全
員異議なくこれを承認した。

2）地域での運動サークルリーダー（リハビリ体操指導士）
の養成事業について
提出者：道北地区理事　前田健太郎
地域で行われている運動サークルが安全で効果的に運営
できるよう、地域包括支援センター保健師とも協働し、
現行リーダー及び次期リーダーの育成を図る。茨城県で
行われているシルバーリハビリ体操指導士養成講習会を
参考に地域の特性を含みながら実施していく。平成 29
年度は旭川市 11 か所の地域包括支援センターと合同で
実施し、市の次年度に組込計画で進めたい。また、平成
30 年度は全市的に協同活動を考えているとの説明がな
され、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承
認した。

3）派遣・推薦について
提出者：事務局長　柿澤雅史

・北海道がん対策推進委員会委員（任期：任命の日から
平成 31 年 5 月 17 日まで）1 名
前任者の任期終了に伴い、士会役員から 1 名が推薦さ
れ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承
認した。

4）名義後援申請承認について
提出者：事務局長　柿澤雅史
名義後援申請依頼のあった 2 件について、その賛否を
諮ったところ全員異議なくこれを承認した。
1. 事　　業：第 8 回北海道在宅医療推進フォーラム in 釧

路
日　　程：平成 29 年 9 月 9 日（土）

　会　　場：釧路市生涯学習センターまなぼっと
多目的室

　申請団体：第 8 回北海道在宅医療推進フォーラム in
釧路実行委員会

2. 事　　業：第 8 回整形外科外傷理学療法研究会
日　　程：平成 29 年 8 月 5 日（土）～ 6 日（日）
会　　場：札幌徳洲会病院 2F 会議室

　申請団体：整形外科外傷理学療法研究会

5）会員異動（平成29年5月10日～平成29年5月31日届出受理分）
提出者：事務局長　柿澤雅史
新入会： 107 名　転　入： 2 名　転　出：1 名
休　会：　2 名　退　会： 1 名

　（任意 1・除名 0・物故 0・未納 0・休会期間経過 0）　　　
6.【報告事項】

1）第 1 回道東支部学術大会　予算変更について
提出者：道東地区理事　大倉　修一
平成 29 年 6 月 24 日（土）開催予定の第 1 回道東支部
学術大会の予算案について、当初予定されていた 2 回の
会議が 1 回開催に変更、また会場の都合により当日の
運営委員が 4 名から 10 名へ変更となったのに伴い、予
算案が変更になった旨の報告がなされた。臨時雇賃金は
8,000 円から 20,000 円へ、旅費交通費は 8,000 円から
4,000 円、会議日当は 30,000 円から 15,000 円へ変更する。

2）地域包括ケアを学ぼう（道東支部）の追加開催について
提出者：職能局長　濱本　龍哉
地域包括ケアを広く士会員へ知ってもらう機会として、

「地域包括ケアを学ぼう」という研修会を実施している。
今年度は、札幌での研修会開催にあわせて、支部職能部
長会議も開催し、支部での伝達形式での研修会開催を企
画している。十勝、釧根、道南、日胆支部にて開催予定
であり、計画・予算計上している旨の報告がなされた。
また、この度、道東支部から開催希望があり開催予定で
あることが報告された。

3）地域包括ケア及び HARP についての広報について
提出者：職能局長　濱本　龍哉
士会重点事業である地域包括ケアシステムの推進につい
て、士会員全体への周知は不十分な状況である。また、
HARP についても士会員の認識は低い状態である。した
がって、地域包括ケアシステムの推進を進めていること、
HARP が PT、OT、ST の 3 士 会 で 構 成 さ れ、OT、ST と

会長 太田　　誠 副会長・支部事業局長 信太　雅洋 副会長・社会局長 盛　　雅彦
事務局長　 柿澤　雅史 学術局長 杉原　俊一 教育局長 加藤　新司
職能局長 濱本　龍哉 事務・支部事業局付け理事 小林　　巧 事務・支部事業局付け理事 時永　広之
事務・支部事業局付け理事 畑原　理恵 学術・教育局付け理事 高橋　尚明 学術・教育局付け理事 橋田　　浩
学術・教育局付け理事 前島　　洋 社会・職能局付け理事 長井　豊貴 社会・職能局付け理事 梅本かほり
社会・職能局付け理事 近藤　和夫 道南地区理事 石田　亮介 日胆地区理事 小山内　康夫
札幌地区理事 佐藤　義文 石狩地区理事 石田　和宏 後志地区理事 塩野谷千恵子
空知地区理事 幸嶋　悠介 道北地区理事 前田健太郎 十勝地区理事 森　　茂樹
釧根地区理事 遠藤　　力 道東地区理事 大倉　修一
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6）各種会議等報告
3月15日（水）～16日（木）　日本理学療法士協会　介護予防・
健康増進事業　都道府県コーディネータ―養成研修会（小
林地域包括ケア推進部長）
5月16日（火）　北海道医療技術者団体連絡協議会　平成29
年度第1回理事会（太田会長、柿澤事務局長、盛社会局長）
5月18日（木）　北海道マラソン救護会議（山本生涯スポーツ
支援対策特別委員長）
5月19日（金）～20日（土）　訪問リハビリテーション振興財
団　第8回訪問リハ・地域リーダー会議（田島千草会員）
5月27日（土）　日本理学療法士協会　新生涯学習システム
に関する意見交換会（杉原学術局長、加藤教育局長）
6 月 05 日（月）　北海道　平成 29 年度北海道パラアスリー
ト発掘プロジェクト第 1 回実行委員会（佐藤スポーツ支援
部副部長）

7）会員異動（平成29年5月10日～平成29年5月31日届出受理
分）
道内異動：38名　復会： 0名　転出： 1名　転入： 2名
総会員数：5,499名（在会：4,956名、不明：35名、休会：438名、

 権利停止：70名）
公文書発行枚数：104枚

協同して北海道内の地域包括ケア関連活動を行なってい
ること、の 2 点を士会事業の研修会等で広報として流し、
広く会員への広報をすすめたい旨の報告がなされた。

4）第 68 回北海道理学療法士学術大会における大学院 展示
募集について
提出者：学術局長　杉原　俊一
現在道内でも専門職へのキャリアアップ支援として社会
人に対応した大学院の開設が進んでおり、協会では新し
い生涯学習システムにおいて、大学院教育とのタイアッ
プによるシステムが検討されている。これまでの展示は
機器展示のみであったが、公益社団法人北海道理学療法
士会賛助会員規定第 5 条にある賛助会員に対する優待措
置を踏まえ、第 68 回北海道理学療法士学術大会から理
学療法および関連領域の研究科を有する大学院の展示を
追加したい旨の説明がなされた。

5）名義後援承諾団体承認の報告
提出者：事務局長　柿澤　雅史
承諾をした名義後援承諾団体 1 件について報告がなされた。
1. 事　　業：第 44 回難病患者・障害者と家族の全道集会

日　　程：平成 29 年 8 月 5 日（土）～ 6 日（日）
会　　場：かでる 2.7

　申請団体：一般社団法人 北海道難病連
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事務局からのお知らせ

・慶事：会員の結婚＜ご披露宴に祝電をお届け致します。＞
①依頼者氏名・会員番号　②本人氏名（女性会員の結婚の場合は旧姓）・本人会員番号
③日　時　　　　　　　　④会　場・住　所・TEL
上記 4点を記載し、事務局までメールにてご連絡下さい。

・弔事：会員本人、配偶者及び一親等までのご家族についてのご不幸＜弔意を表します。＞
①依頼者氏名・会員番号
②亡くなられた方の氏名
1：会員本人の場合
・会員氏名 ○○　○○、会員番号 ○○○○○○○○

　　2：会員の配偶者及び一親等までのご家族の場合
・亡くなられた方の氏名 ○○　○○、続柄（実父・義母 等）
・会員氏名 ○○　○○、会員番号 ○○○○○○○○

③日時（お通夜・告別式）、④会場・住所・TEL、⑤喪主氏名・続柄（亡くなられた方との続柄。妻・長男等）
⑥会員周知対応可否

2 年会費納入
年会費領収証

1 ○異動（休退会を含む）が生じ次第、速やかに協会マイページより、変更手続きをお願い致します。
○休退会については、年会費の未納がある場合はお手続きが出来ません。納入確認後にお手続き願います。
※マイページ ID、PW紛失の場合は、日本理学療法士協会　TEL： 03-6804-1421　へ申請願います。
○ご結婚等で改姓をされた際の免許の書き換えは、お住まいの地区の保健センターでの手続きとなります。

異動・住所変更
改姓・転出入　等

3

4

慶弔関連

講習会申込 事前WEB申込みとなっております。日本理学療法士協会マイページよりお申込み下さい。
何らかの理由でマイページからのWEB申込みができない場合は、ご相談下さい。　

【会費納入について】
○今年度入会申請をされ、初年度会費の手続きを完了されていない新入会の方は、会員権利が止まっております。
至急、納入手続きをお願い致します。
○Ｈ29年度会費のお支払方法が楽天カード・口座振替の方は、5 月29 日に口座より引落となります。
現金振込の方は、必ず、振込用紙に記載の振込期限までにお支払い願います。振込期日を過ぎた用紙は使用出来ませんので、
ご注意ください。
まだ振込用紙がお手元に届いていない方は大至急、日本理学療法士協会（TEL：03-6804-1421）へお問合わせ願います。
○年会費が未納の方は、早急に納入願います。※未納の場合、講習会・研修会等の事業参加の申込が出来ません。
○Ｈ28年度未納の方は、会員権利が停止しております。早急に納入願います。
○納入手続きは、納入漏れや送金手数料が不要の楽天カード作成を推奨致します。
詳細については、日本理学療法士協会へお問い合わせ下さい。（TEL： 03-6804-1421　H P：http://www.japanpt.or.jp/ ）

【年会費領収証について】
○日本理学療法士協会マイページより領収書の取得ができます。
　（出力方法：マイページログイン＞決済管理＞決済履歴表示＞領収書出力　）
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★慶弔 弔　　電：22 件　弔　電：2 件
★会員異動　　道内異動：191 名　転　出：29 名　転　入：27 名　休　会：82 名　任意退会：23 名

未納退会：86 名　休会経過退会：16 名　新入会：295 名　復　会：39 名
★賛助会員数　正 会 員 ： 9 社　副会員： 7 社　協賛企業： 5 社
★施設名称等変更
＜ TEL・FAX 番号変更＞

＜施設名称変更＞

＜部署名変更＞

＜施設住所変更＞

【新】
・PHYSIT　CONDITIONING

TEL･FAX：0157-61-5510
・リハビリベースこもれび
・桜台明日佳病院
・北海道医療大学

理学療法学科
・介護老人保健施設ケンゆのかわ

リハビリテーション部門
・小林病院

北見市北 3 条西 4 丁目

（6月10日（土）平成29年度第1回臨時理事会承認）
総会員数5,499名

事務局報告

【旧】
・PHYSIT　CONDITIONING

TEL：090-3899-1636
・デイサービスポットこもれび
・桜台江仁会病院
・北海道医療大学

・介護老人保健施設ケンゆのかわ PT.OT 室

・小林病院
北見市北 3 条西 4 丁目 2 番地

掲載作品（写真等）募集のお知らせ

会員の皆様から、当会会報誌やホームページへ掲載する作品（写真等）を随時募集しております。
●注意事項
・無料でご提供頂きます。
・頂いた作品データは、自由に配布、改変できるものとします。
・応募者本人で作成頂いたもの、肖像権、著作権をクリアしたものに限ります。
・保存形式は jpg、psd、ai、eps のいずれか。
・jpg 及び psd データの場合、可能な限り解像度の高いもの（300ppi 程度が望ましい）。
・zip 形式にてデータを圧縮頂き、送付願います。
・ご提供頂いた方のお名前をご掲載させて頂きます。
●応募方法
会員番号、お名前、ご所属先を記載頂き、
作品データを添付の上、下記までご連絡願います。
事務局：office@pt-hokkaido.jp



00
00

ご掲載をさせて頂きました会報誌にご請求書を同封し送付致します。
お手元に届き次第、お支払頂きたくお願い申し上げます。

A4 　1 ページ　　 白黒印刷　︓　32,400 円（税込）

A4 　1/2 ページ　 白黒印刷　︓　16,200 円（税込）

1. 公益社団法人北海道理学療法士会　会報誌「Northerner」（発行部数 1,700 部）
2. 公益社団法人北海道理学療法士会　ホームページ求人コーナー

偶数月の 1 日。
＊ホームページにおいては、通常 2 ～ 3 ヶ月の掲載となり、期間を経過した
　ご掲載につきましては、自動的に削除致します。予めご了承ください。
＊ご掲載が不要となった場合は、ご連絡下さい。

作成頂きました広告原稿を、添付ファイルにて事務局までメールにて
お申込み下さい。
原稿の校正は 1 回のみ、担当者よりメールにてご連絡申し上げます。
＊原稿デザインは各施設にてご自由にご作成ください。但し、指定ロゴ・写真
　等のお取り扱いは致しかねます。文字のみでご作成をお願い申し上げます。

奇数月の 5 日。締切後は次号ご掲載となります。

公益社団法人北海道理学療法士会　事務局
〒060-0003
札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 1　カミヤマビル 4 階
TEL︓011-213-0301　FAX︓011-213-0302
E-mail︓office@pt-hokkaido.jp
※メールでのお申込み・お問い合わせの際は件名に【求人募集広告依頼】とご記載下さい。

公益社団法人北海道理学療法士会　求人募集広告申込要項
○掲載料金

○掲載箇所

○発刊時期

○お申込み方法

○申込期限
○お支払方法

○お申込み・
お問い合わせ先
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メールアドレス登録のお願い

□km@pt-hokkaido.jp に空メール（件名・内容なしのメール）を送ってください。

※携帯電話の場合、空メールする前に pt-hokkaido.jp からメールが届くように設定を変更して

おいてください。PC からのメールを拒否している場合は届きません。（ドメイン指定）

□空メールを送ると仮登録のメールが届きます。

仮登録メールには、登録用のページへのリンクがありますので、クリックしてください。

□登録ページではすべての項目で入力が必要です。

□確認ボタンを押した後、内容確認しボタンを押してください。

□確認メールが届くと、登録が完了です。

■登録後、登録内容に変更がある場合は、事務局 office@pt-hokkaido.jp までご連絡下さい。

 km@pt-hokkaido.jp

北海道理学療法士会では、会員に対するお知らせをメールにて配信しています。個人のメールアドレスを
登録することにより、講習会の案内や、その他の情報をタイムリーにお届けしております。つきましては、
携帯電話または PCのメールアドレスを下記の方法でぜひ、ご登録ください。
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〒060-0807　札幌市北区北7条西1丁目1-5　丸増ビルNo.18 TEL: 011-757-8551　FAX: 011-757-2322

〒066-0055　千歳市里美2丁目10番 TEL: 0123-28-5331　FAX: 0123-28-5335 

〒061-1373　恵庭市恵み野西6丁目17-3 TEL: 0123-37-4520　FAX: 0123-37-4525  

〒060-0004　札幌市中央区北4条西19丁目1-3 TEL: 0120-558-433  FAX: 011-616-2316  

〒060-0063　札幌市中央区南3条西1丁目15 TEL: 011-272-3364  FAX: 011-272-3365 

〒060-0806　札幌市北区北6条西1丁目3-1 TEL: 011-716-0555　FAX: 011-716-4410  

〒060-0006　札幌市中央区北6条西16丁目1-5 TEL: 011-611-0100　FAX: 011-642-0101 

〒072-0007　美唄市東6条北8-2-1 TEL: 0126-63-4285　FAX: 0126-63-4459 

〒062-0933　札幌市豊平区平岸3条4-1-25 TEL: 011-841-9777　FAX: 011-820-2697  

〒065-0018　札幌市東区北18条東19丁目3-23 TEL: 011-780-5570　FAX: 011-780-5573  

〒007-0861　札幌市東区伏古1条2丁目4-5　美津和ビル103号 TEL: 011-787-1182　FAX: 011-787-1183

〒007-0849　札幌市東区北49条東8丁目3-50 TEL: 011-741-4588　FAX: 011-722-8573

〒001-0011　札幌市北区北11条西4丁目1 TEL: 011-746-5111　FAX: 011-717-0547

〒065-0024　札幌市東区北24条東1丁目3-2　樋口ビル3F TEL: 011-733-3122  FAX: 011-807-5099

〒061-0293　石狩郡当別町金沢1757 TEL: 0133-23-1211  FAX: 0133-23-1669 

〒102-8112　東京都千代田区飯田橋3-13-1 TEL: 03-5214-2270　FAX: 03-5214-2271  

〒060-0807　札幌市北区北7条西2丁目6　37山京ビル711号室 TEL: 011-398-3222  FAX: 011-398-3266 

〒064-0805　札幌市中央区南5条西11丁目1289-5
札幌医学技術福祉歯科専門学校　言語聴覚士科内 TEL: 0123-21-9876  FAX: 0123-21-9876

〒061-1449　恵庭市黄金中央5丁目196番地の1 TEL: 0123-34-001　 FAX: 0123-34-0057

〒006-8585　札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 TEL: 011-681-2161  FAX: 011-681-3622 

〒063-0834　札幌市西区発寒14条14丁目2-40 TEL: 011-663-0761　FAX: 011-663-0955 

学校法人鶴岡学園　北海道文教大学

大学




