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第 68回北海道理学療法士学術大会のお知らせ

【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）

　学会の事前参加登録・レセプション・ランチョンセミナー・託児利用の締め切りは 9月 27 日をもって終
了しました。多数の登録ありがとうございました。当日の参加登録や非会員の登録については大会ホームペー
ジをご確認下さい。なお、苫小牧市内のホテルは混み合うことが予想されるため宿泊の手配につきましても
お早めにお済ませ頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

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

北海道理学療法士学術大会が変わります！
～第69回北海道理学療法士学術大会のお知らせ～

　2018 年度から北海道理学療法士学術大会（学会）の開催時期が大きく変わります。

　これまで春に全道学術研修大会、秋に学会を開催して参りましたが、日本理学療法士協会の「分科学会学

術集会」が秋～冬に開催となるため、次年度から学会の開催時期はこれまでの秋開催から春夏開催へ変更と

なります。

　第 69 回北海道理学療法士学術大会は創立 50 周年の記念大会となり、平成 30 年 7月 28 日に札幌コンベン

ションセンターで開催となります。

演題募集の開始時期も平成 30 年 2 月上旬へ変更となりますので、例年より準備期間が短くなります。

会員皆様からの多くの演題登録をお待ちしております。

　学会抄録の完全電子化につきましても、会員皆様のご意見を伺いながら今後も検討を進めていきます。

皆様のご投稿お待ちしております。

第 69 回北海道理学療法士学術大会に関する問い合わせ

〒 064-0805　札幌市中央区南 5条西 11 丁目 1289-5

TEL	011-513-2111

札幌医学技術福祉歯科専門学校

第 69 回北海道理学療法士学術大会　準備委員長　時永広之

E-mail	:	tokinaga@nishino-g.ac.jp



Northerner の原稿締め切り日　変更のお知らせ
社会局広報部　部長　橋本	晃広

　北海道理学療法士会ニュース「Northerner」の原稿締め切り日が次号 12 月発刊の 209 号から変更になり

ます。今までは奇数月の 5日が原稿締め切り日でしたが今後は奇数月の 1日へ変更させていただきます。

　つきましては、12 月発刊の 209 号の原稿の締切日は「11 月 1日」と変更になりますのでご留意願います。

　なお、発行は現行通り偶数月の 1日となります。

変更前

奇数月 5 日

変更後

 奇数月 1 日

「マスコットキャラクター募集」のお知らせ
社会局企画推進部　部長　小川		真太郎

　公益社団法人北海道理学療法士会では、一般の皆様へ理学療法士に親しみを持っていただくことや会員の

皆様が当会を身近に感じていただくことを目的として、マスコットキャラクターのデザイン・名称を現在募

集中です。採用されたマスコットは、各種イベント等、当会の広報として活用されます。

　当会は、昭和 43 年度（昭和 44 年 2月）に設立され、来年（平成 30 年度）には創立 50 周年を迎えます。

次世代の更なる発展をイメージできるようなすばらしいデザインを期待しています。

　会員の皆様には、ご家族・知人・同僚など、多くの方に周知いただきますようお願いします。締め切りが迫っ

ておりますが、たくさんのご応募をお待ちしています。

　【テ ー マ】：「北海道理学療法士会　マスコットキャラクター」

　【募集期間】：8月 7日（月）～ 10 月 31 日（火）【必着】

　【対　　象】：北海道理学療法士会の活動に賛同いただける方（会員、非会員、年齢、性別、プロ、アマ不問）

　【賞　　金】：最優秀賞　5万円

　【応募方法】：規定の応募用紙にて郵送またはメールにてご応募ください。応募要項、応募用紙は、北海道

理学療法士会ホームページからダウンロードできます。注意事項をご確認いただき、ご応募

をお願い致します。

　【問い合わせ先】

　　公益社団法人北海道理学療法士会　社会局企画推進部

　　〒 065-0024　札幌市東区北 24 条東 1丁目 3-2　樋口ビル 3F

　　訪問看護ステーションポット東　小川真太郎　米本千春

　　TEL：011-733-3122　FAX:011-807-5099

E-mail	:	soshu@pt-hokkaido.jp



協会指定管理者（初級）への登録について
職能局　職域事業部

　公社）日本理学療法士協会では、管理者の人材育成のため研修システムを構築しております。受講要件を

満たし、該当する研修会を受講すると協会指定管理者の認定が受けられます。以下に概要を紹介します。

　１．受講要件：業務上責任のある立場で組織からの指示を受け活動している会員。

　　　資格取得の流れは以下のようになります。

・協会ホームページのマイページから「協会指定管理者（初級）」に登録する

・施設管理者研修会を受講する

・研修会は今年度各支部で行う予定です。追って当会ホームページに掲載予定です

なお、施設管理者ネットワーク登録者を優先しますので是非ご登録ください。

・以上で施設管理者（初級）取得となります

　２．さらに、初級取得後、協会指定管理者（上級）の取得も可能となります。

　当会ホームページ（	http://www.pt-hokkaido.jp/everyone/details/post-35.html	）に制度の案内を詳細に掲

載しておりますので、ご参照ください。

施設管理者ネットワークに登録希望者募集のお知らせ
職能局　職域事業部

　当会では組織力強化や施設管理者の支援を目的に、施設管理者ネットワークを構築しており、様々な情報

を提供してネットワーク強化に努めています。

　施設管理者ネットワークへの登録をご希望の方は、次の項目を下記アドレスに送ってください。

　なお、各施設複数名の登録も可能ですが管理の都合上優先順位をつけさせていただきます。

・氏名（よみがな）、会員番号、メールアドレス（最も閲覧頻度の多いもので gmail や yahoo	mail

なども可）、

支部名、施設名称、施設電話番号

・送付先：kanrishanetwork@gmail.com



かし、足踏みしながらのしりとりなど、普段の教室と
は異なる内容もありましたが、皆さんと楽しく行う事
ができました。気温が高く、水分補給しながらの90分間、
私にとっても有意義な時間となりました。	
小樽市では現在 18 会場 21 教室が開催されており、
今後は全ての教室に理学療法士が講師として協力でき
るようスタッフの育成を含め取り組みを継続したいと
思います。	

理学療法週間活動報告

「こども版！買い物ついでに簡単運動器チェック」

空知支部は 7月 9 日に滝川市ショッピングセンター
アクロスプラザにて『こどもロコモ』をテーマに理学
療法週間事業を実施しました。近年、運動不足のこど
もや過度な運動によるスポーツ障害が原因となり、中
高生時期での運動器障害 ( 転倒や骨折 ) が生じるこども
が増えています。
今回、我々が実施した内容は 4歳から 12 歳を対象に

こども版ロコモチェック 5項目 ( しゃがみ込みや片脚立

ち等 ) をおこない、その結果を親御様へフィードバック
および遊びの指導をおこないました。ロコモチェック
には 42 名のこどもに参加いただき、１つ以上の項目に
該当したこどもが 45％でした。特に片脚立位や体位前
屈で該当するこどもが多くみられ、親御様へ遊びの重
要性や柔軟性・バランスを向上するための運動指導を
おこないました。フィードバックを受けた親御様は『う
ちの子は大丈夫かな？？』と心配している様子もあり
ましたが、対話の中で安心し納得されていました。参
加いただいたこどもには犬や剣などのバルーンを配布
し、非常に喜んでいただきました。
今回の事業は約 3畳と限られたスペースで何をすべ

きか議論を重ねました。また、イベントに参加する市
民のニーズに即したテーマ選びにも困惑しました。来
年度以降は地域社会へのニーズを満たした内容で開催
できるよう心がけていきたいと考えています。
今回の事業は 11 月 11 日開催の第 2回空知理学療法

学術集会でも演題として報告させていただく予定です。

空知支部社会部　部長　新屋		大輔

空知支部の活動の様子

後志支部では 2011 年より毎年『後志いきいき健康ま
つり』と題した高齢者や地域の方々へ健康情報を発信
するイベントに参加し、体力測定や運動指導を行って
います。
今回は小樽市の地域包括支援センターの協力のもと、

複数の地域で行っている「地域版介護予防教室」へ講
師として参加する機会を得ましたのでご報告致します。
この教室では、介護サポーターの方が介護予防を中心
とした講義、体操指導を行っております。
二年目の今年は 7月 13 日、26 日の両日、住之江地域、

銭函地域の市民の方を対象とした教室に参加し、それ
ぞれ高齢者約20名、介護サポーター約10名の参加者へ、
正しい姿勢や効果的な歩き方、転倒しない為に必要な
体作りについての講義を行いました。さらに、参加者
の身体機能を測定し、個々に低下している身体機能を
確認して頂きました。	両教室ともに TUGでカットオフ
値を下回る方はいらっしゃいませんでしたが、片脚立
位や握力では、平均以下の数値を示す方も多く、参加
者の結果を考慮しながら、ストレッチや筋トレ等の集
団体操を約 30 分程度行いました。声を出し、手足を動

後志支部社会部　部長　藤田		博之

「地域版介護予防教室」へ参加して

後志支部の活動の様子



活動報告

北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展

　平成 29 年 8月 26 日 ( 土 )、札幌駅前通地下広場（通

称「チ・カ・ホ」です）において、医技協パネル展が

開催されました。

医技協とは、「北海道医療技術者団体連絡協議会」の

略で、医師会と看護協会を除く 11	の医療技術者団体で

構成され長年その活動が継続されています。

協議会の設置目的は、医療技術者の社会的地位の向

上等を図るため会員相互の連携を深めること、道民医

療の向上に寄与することです。それぞれの団体が、ど

のように医療にかかわっているかをお互いに理解し合

い、チームで地域社会に役立っていることを道民へ啓

発するため、年 2	回の理事会とパネル展を開催してい

ます。協議会の幹事団体（事務局）は、各団体持ち回

り制で 2	年間担うことになっていますが、北海道理学

療法士会は昨年度に引き続き幹事団体を務めています。

今年度より、新たに全団体統一の「ビブス」と、通

行する方にイベントの内容が分かりやすいように「の

ぼり」を作成いたしました。また、限られたスペース

を有効に活用できるように、レイアウトを工夫するな

ど、事前に作業部会を開いて準備を進めてきました。

今年度も夏休み終盤の時期で人通りの多い土曜日の

11 時～ 16 時で開催したため、昨年にも増して多くの

皆様に見ていただくことができ、目的の 1つである若

い層にも啓発できたと思われます。

私たち理学療法士には運動方法や姿勢、腰痛や膝痛

などについて相談がありました。また、来場者へのア

ンケート結果からは、理学療法士の知名度は年々向上

していると感じることができましたし、来場者から直

接、感謝や激励の温かい言葉も頂き、より一層、社会

に貢献できるよう日々の研鑽が必要と感じました。

道民の健康づくりや、病気・ケガから回復に向けて

努力されている方達のために、さまざまな現場で医療

技術者が活躍していることを知ってもらいたいとの思

いが詰まった医技協のパネル展でした。

最後に当会社会局では、これら各事業を通して理学

療法士啓発活動を積極的に行っておりますが、会員の

皆様方にも広く活動をご理解いただき、可能であれば

各事業へのご協力や参加もお願いいたします。

【構成団体】

一般社団法人北海道放射線技師会

一般社団法人北海道臨床衛生検査技師会

公益社団法人北海道歯科技工士会

一般社団法人北海道歯科衛生士会

公益社団法人北海道理学療法士会

公益社団法人北海道作業療法士会

公益社団法人全国病院理学療法協会北海道地方会

公益社団法人北海道柔道整復師会

公益社団法人北海道鍼灸師会

公益社団法人北海道臨床工学技士会

一般社団法人日本義肢協会北海道支部

社会局企画推進部　部長　小川		真太郎

出展時の様子 出展時の様子



活動報告

北海道マラソン2017救護班活動報告

8 月 27 日に札幌市で「北海道マラソン 2017」が開催

されました。

今大会は 31 回目の開催となり、フルマラソン、ファ

ンラン（11．5km）を含め 2万人以上のランナーが出

場しました。また、3年後に控えた東京2020オリンピッ

ク日本代表選手選考競技会も兼ねていたため、国内トッ

プレベルの選手が出場し注目されていた方も多かった

と思います。

北海道理学療法士会では、毎年救護班に参画し傷病

者の対応を行っています。救護班は主に医師、看護師、

学生ボランティア、そして理学療法士にて構成されて

います。業務内容としては、ゴール地点にある救護テ

ントに来られた、あるいは搬送されてきたランナーに

対し看護師がバイタルチェックをし、医師の指示の下

で理学療法士がアイシングやストレッチ、マッサージ

等といった対応に当たります。救護テントに来るラン

ナーは、主に熱中症で熱疲労や熱痙攣の症状と思われ

る方への対応が中心となりました	。

私は今大会で 6回目の参加となり、昨年より運営委

員としての業務を手伝わせて頂いています。救護班に

はじめて参加した理学療法士や学生ボランティアに向

けて、業務内容の流れの確認や実際にランナーが救護

テントに運ばれてから退室するまでのデモンストレー

ションをさせて頂きました。熱疲労や熱痙攣に対する

処置というのは通常の理学療法業務を行っていると出

会うことはほぼ無いかと思います。そういった経験の

少ない方が、処置の指示が出たランナーに対し少しで

も不安を軽減し、イメージし易いようにお伝えできれ

ばと思いながら、参加させて頂きました。	

年々、出場される海外ランナーの増加もみられ通訳

の方も待機されるようになりました。ランナーの皆さ

んが安心して楽しんで頂くために、年々変化していく

大会に対し円滑に活動できるよう何ヶ月も前から準備

されている運営委員の方々や、今回参加した理学療法

士、学生ボランティア含めご尽力頂いた多くの方に感

謝します。もし救護活動に興味を持たれた方がいらっ

しゃいましたら、是非、次回以降のご参加ご協力をお

願いいたします。

松田整形外科記念病院　田口		祐介

救護テントでアイシング

デモンストレーションの様子

救護テント内の様子



職域別の理学療法士数について～昨年度との比較～

　職能局職域事業部では、北海道理学療法士会会員の基本情報を収集し、現状の把握と理学療法関連の職能
領域拡大に向けた課題等を検討しております。４月号で報告致しました職域別の理学療法士数について、昨
年度と今年度の比較結果を報告致します。会員の皆様が今後の職能関連施策等を検討していただくための一
助となれば幸いです。	
【方法】平成 28 年 7月と平成 29 年 7月時点の事務局北海道理学療法士会会員データベースを下に情報収集
【内容】北海道理学療法士会会員の概要：会員数や職域偏倚について
【報告】
○北海道理学療法士会会員の現状
　会員数5,194名(男：女=	3440名：1751名)、増減率6.28％であった。（表１）
○北海道理学療法士会会員の職域別理学療法士数の比較
※職場登録−平成 29 年度：4831 名、平成 28 年度：4521 名
今年度 4831 名中 4011 名が医療分野に属し、全体の約 83％を占めた。

介護 513 名、教育 142 名、福祉 96 名、その他 50 名、
行政 19 名の順であり、比率は変化がなく昨年同様の傾向を示した。（表２）
実人数比較では、医療分野以外の職域においても増加を認めている。（図１）

【結語】
　平成 29 年度会員数が 5194 名に増加したが、各分野の比率には変化がなかった。実人数をみると医療分野
に次いでその他や介護分野で増加を認めた。今後、日本における社会保障改革が進む中、医療分野以外の理
学療法士の職域を拡大していくことが求められている。職域事業部では、職域偏倚是正事業として生活期に
おける理学療法を知って頂けるよう学生対象のワークショップを実施した。今後も啓蒙活動を企画・開催す
ることで、生活期分野等で活躍する理学療法士が増加することを期待している。
　この報告に関するご意見・ご感想は、hpta.syokuikijigyoubu@gmail.com までお願い致します。今後の参
考にさせて頂きます。

表 1　北海道理学療法士会
　　　会員支部別人数比較

①医　療：病院、診療所
②介　護：介護老人保健施設、通所介護事業所、

訪問看護ステーション、特別養護老人
ホーム等	

③福　祉：身体障害者福祉施設、児童福祉施設、
障害者自立支援施設	等	

④教　育：大学、短期大学、専門学校、研究施設	
⑤行　政：市町村、保健所	等
⑥その他：リハ関連企業、介護サービス関連企業、

一般企業	等

職能局　職域事業部

図１　医療分野以外の理学療法士実人数の比較

　H29 年度 H28 年度
区分名 人数（前年比）（名） 比率 人数（名） 比率

①医　　療 4,011(＋265） 83.03％ 3,746 82.90％
②介　　護 513(＋29） 10.62％ 484 10.70％
③福　　祉 96(＋5） 1.99％ 91 2.00％
④教　　育 142(＋5） 2.94％ 137 3.00％
⑤行　　政 19(−1） 0.39％ 20 0.40％
⑥そ の 他 50(＋7） 1.04％ 43 1.00％

表 2　職域別人数と割合

人　数
H29 年度 H28 年度

空　知 217 209
根　釧 187 181
後　志 226 214
札　幌 2,335 2,169
十　勝 293 270
石　狩 365 351
道　東 178 170
道　南 453 428
道　北 548 516
日　胆 392 379

5,194名 4,887 名



～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。

北海道せき損センター　戸渡  富民宏
（美唄市東 4条南 1丁目 3-1）

　当院の前身は昭和 30 年開院の「美唄労災病院」であ
り、炭鉱災害等の脊髄損傷患者も多く入院し、リハビリ
テーション科も道内で一、二番目に古くから備わる総合
病院として運営してきました。平成 10 年 11月に病院敷
地内にヘリポートが設置されたことにより道内各地より
受傷直後の脊髄損傷患者が搬送されるようになりました。
近年は年間 90例ほどの新規脊髄損傷患者が入院し、開院
当初からの脊髄損傷患者の症例数は 1,700 例以上となっ
ています。平成 28年 10 月より「独立行政法人　労働者
健康安全機構　北海道せき損センター」と名称を変更し、
福岡県の総合せき損センターに続き国内で二番目の受傷
直後から社会復帰までの一貫した脊髄損傷治療を行う専
門施設として運営されています。現在、慶応大、総合せ
き損センター、当院の三施設で脊髄損傷治療薬の臨床試
験（治験）を行い新しい治療法の開発にも協力していま
す。また上記の脊髄損傷医療のみならず、地域医療の提
供も使命として活動しています。当リハビリテーション
部スタッフ内訳は、部長（医師）１名、理学療法士 9名 (う
ち 1名は週２回勤務の非常勤 )、作業療法士５名、言語聴
覚士１名、心理判定員１名、受付診療補助員１名より構
成されています。
　最大の特徴は前述したように受傷直後の脊髄損傷患者
に対して超急性期から社会復帰までの一貫した治療の提
供です。その結果、年間 30～ 50	/	100 万人程度と発生率
も低く麻痺が重篤な脊髄損傷患者への専門性の高いシー
ムレスな治療が有用となり、社会復帰率の向上ならびに
入院期間短縮等にも貢献していると考えています。また
脊髄損傷患者を集約させることでピアサポートにより、
同じような立場や課題を持った方々と接することでお互
いを支え合う効果が生まれ、受傷により失意のどん底に
ある患者も同じ障害あるいは自分よりもより重篤な障害
を持った患者が社会復帰している姿などを目の当たりに
することなどによる精神面への影響は大きなものがあり
ます。

　環境面では脊髄損傷患者が排尿排便の際に利用しやす
いように車椅子座面とトイレの高さを同一とし、衣服着
脱動作も容易に可能となるスペースを確保した特殊なト
イレを病棟とリハのADL訓練室に設置しています。
　また、浴室もトイレ同様に脊髄損傷患者が使いやすい
ように整備されています。

	
リハビリテーション部におけるその他の特徴としては、
脊髄再生医療の開始も視野に入れHAL*（Hybrid	Assistive	
Limb）を導入しており、吊り下げ式歩行器との併用で早
期からの歩行訓練が可能となっています。
　また、障害者スポーツにも数名のスタッフが関わって
おり、特に「ウィルチェアラグビー」と「車椅子バスケッ
ト」で活躍しています。
　最後に脊髄損傷患者のリハビリテーション等に関して
相談があれば、お役に立つかどうかわかりませんが気軽
にお声をかけていただければと思っています。	

脊髄損傷者用トイレ

吊り下げ式歩行器でのHAL歩行訓練



　学生のみならず臨床の先生方からも「関節モーメントはわ
かりにくい」とよく言われます。今回は関節モーメントとそ
の応用について歩行分析を例に挙げて説明したいと思います。
　関節モーメントとは筋張力などにより「関節を回転させる
作用」のことです。回転力と言ってもそれほど間違いではな
いように思います。これは関節を回転させる力（N：ニュー
トン）と関節の回転中心から力の作用する点までの距離、す
なわちてこの柄の長さ（m：メートル）によって決まります。
単位はNm（ニュートンメートル）になります。私達は一般
に BIODEX などの筋力測定装置で測った値を「筋力」や「筋
トルク」と表現しますが、これも単位はNmであり実は同じ
ものです。
　しかし、この関節モーメントを「わかり難く」しているポ
イントは 2つあると思っています。ひとつは外部モーメント
と内部モーメントの違い、もうひとつは内部モーメントを構
成する能動的要素と受動的要素についてです。
　外部モーメントとは、床反力や慣性力などの外部からの力
が関節を回転させる作用です。すなわち「外部膝関節屈曲モー
メント」という表現であれば、床反力などの外力が膝関節を
屈曲させる力という意味になります。一方、内部モーメント
とは筋力などによる関節自体が発生する力を意味します。す
なわち「関節モーメント」という言葉は関節が発生するモー
メントという意味合いで使われることがほとんどであり、こ
れは多くの場合内部モーメントを指しています。「内部膝関節
伸展モーメント」という表現であれば、大腿四頭筋などの筋
張力が膝関節を伸展する力という意味になります。通常、姿
勢に大きな変化がない場合など力学的平衡が保たれている状
況下では外部モーメントと内部モーメントは同じ値になりま
す。すなわちこの違いは、外力なのか関節の発揮する力（内
力？）なのか、どちら側から表現しているかという違いにな
ります。一般に、論文や教科書などでモーメントについて記
述される場合は外部か内部か明記されていることが多いです
が、そうではない場合も存在します。その場合は文脈から外
部モーメントなのか内部モーメントなのかを判断する必要が
あり、「モーメントはわかりにくい」と感じる一因ではないか
と思っています。
　関節モーメントを理解するうえで重要なもうひとつのポイ
ントについて説明します。内部モーメントは大きくわけて能

動的要素と受動的要素の 2つから構成されています 1)。前者
は筋収縮により発揮される力であり、後者は粘弾性を有する
関節周囲の組織（皮膚、靭帯、関節包、および筋腱など）が
引き伸ばされることにより生じる力、そして関節面の圧迫に
よる反作用として生じる力です。弾性を有する組織は、引き
伸ばされることによりエネルギーを蓄積し、伸張位から解放
されることでエネルギーを放出します。内部モーメントは能
動的要素と受動的要素を足し合わせたものになります。能動
的要素は筋の収縮力に依存し、受動的要素は「組織がどのく
らい引き伸ばされたか」に依存します。すなわち内部モーメ
ントは筋収縮力だけが力源でないことに注意が必要です。
　現在まで様々な歩行分析に関する研究が行われています。
近年、歩行時の関節モーメントにおける受動的要素の重要
性が指摘されています。歩行時の関節モーメントを分析した
研究において、立脚期後半の内部股関節屈曲モーメントの約
35％、内部足関節底屈モーメントの約 21％が受動的要素に
よるものであることが示されています 2)。すなわち立脚期後
半（蹴り出しと下肢の振り出し）においては、股関節屈筋や
足関節底屈筋の筋収縮力だけではなく、これらの筋が引き伸
ばされることによる弾性力が利用されていることが示されて
います。これらの機能が十分に発揮されるためには、股関節
伸展や足関節背屈の ROMが確保されていること、そして筋
を十分に伸張位にもっていく「歩き方（歩容）」が重要である
と考えられます。一方、膝関節について歩行時もっとも大き
な力が発揮されるのは荷重応答期です。この際の内部膝関節
伸展モーメントには受動的要素の貢献がほとんどないことも
また示されています 2)。この時期は大腿四頭筋の筋収縮、具
体的には遠心性収縮による能動的な制御が必要不可欠であり、
股関節や足関節とは少し違う振る舞いをしていることもポイ
ントです。これらは、筋力トレーニング方法や歩行動作練習
の質を高める大切な知見だと考えられます。
【引用文献】
1) Silder	A,	et	al.	Identification	of	passive	elastic	joint	moment-
angle	 relationships	 in	 the	 lower	extremity.	 J	Biomech.
2007;40(12):2628-2635.

2) Whittington	B,	et	al.	The	contribution	of	passive-elastic
mechanisms	to	lower	extremity	joint	kinetics	during	human
walking.	Gait	Posture.	2008;27(4):628-634.

　　関節モーメントとは？
北海道科学大学　井野　拓実

臨床に役立つワンポイントアドバイスを紹介 Vol.30



北 海 道 理 学 療 法 士 会 主 催

【受講申込みに関するお願い】
① 受講前までに年会費を納入してください。

年会費未納の方は受講申込みが出来ません。納入後、改めてお申込み願います。
② 申込み締切後の受付は致しません。
③ 参加費を事前支払期限までに支払わず、自動キャンセルとなった場合でも当日受付はいたしません。
④ キャンセルおよびキャンセルに伴う参加費の返金は受け付けません。
⑤ お申し込みから 5 日以上経過しても振込用紙が届かない場合は、

至急、日本理学療法士協会へお問い合わせください。日本理学療法士協会：03-6804-1421
⑥ 事前に @japanpt.or.jp、@pt-hokkaido.jp の受信許可の設定をしてください。

また、受講申込直後に自動返信メールが届いていない場合は、申込みが完了していない可能性がございます。
一両日中に事務局（TEL：011-213-0301）までご連絡願います。

⑦ 日本理学療法士協会会員証（IC カード会員証）は、
協会・士会（支部）事業への参加の際には必ず携帯してください。

講習会・研修会案内
お申込みはこちらからお願い致します。
日本理学療法士協会　受講申込み
https://mypage.japanpt.or.jp/jpta/se/seSeminerOpenList.html

日　時：平成29年11月11日(土）
テーマ：「中枢神経疾患に対する画像の診方とリハビリテーションアプローチ」
会　場：札幌医療リハビリ専門学校
講　師：  青木　光弘 （北海道医療大学）、   杉原　俊一 （札幌秀友会病院）、

佐藤　一成 （北海道医療大学）

日　時：平成29年11月25日（土）
テーマ：「理学療法評価 （問題点抽出までの過程）」
会　場：市立札幌病院　2階講堂
講　師：森野　　陽 （北海道千歳リハビリテーション大学）、

高橋　正浩 （市立札幌病院）

日　時：平成29年12月17日（日）

テーマ：「ニューロサイエンスに基づく運動学習と姿勢制御について」

会　場：専門学校北海道リハビリテーション大学校

講　師：小松　泰喜（日本大学）

第2回臨床実践研修会（呼吸）

理学療法士講習会（応用編）

理学療法士講習会（基本編、理論）





平成 29年度第 2回臨時理事会議事録要約（通算開催第 44回）
1. 開催日時：平成 29 年 8 月 26 日（土）13：30 ～ 16：30
2. 開催場所：カミヤマビル会議室
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　　岡田しげひこ　　千葉　卓
顧 問        1 名　　湯元　均

5. 決議事項
1）50 周年ロゴ（案）の件

提出者：学術局長　杉原　俊一
平成 30年からの 50周年記念事業に向け、ロゴ（案）を
検討した。なお、ロゴの使用としては、ポスター、チラシ、
抄録集、大会 PRスライド、大会ホームページ等での使
用予定である。今年度 10 月学会より使用開始予定とし
ている旨、説明があった。修正点として、ポスター内記
載の文言と法人名の大きさの修正を行うこととし、その
賛否を諮ったところ、ロゴ案 1を採用することについて、
全員異議なくこれを承認した。

2）函館蔦屋書店未来づくりマルシェ『人とつながる、未来
とつながる』への参加について
提出者：道南地区理事　石田　亮介
平成 27 年度から函館臨床福祉専門学校が主管となり、
函館蔦谷書店で開催されており、リハビリテーション専
門職の啓発活動や地域住民向けの各種体験事業を行って
いる。昨年は作業療法士会がクラフト作業、白衣体験、
介護予防講演、言語聴覚士会が糸電話製作、脳トレ等を
実施し、2士会が参加していた。今年度は当会へも参加
依頼があり、3士会合同での開催となる。本イベントの
事業内容は当会の公益事業目的にも沿っているため、参
加依頼を引き受けたい。函館蔦屋書店未来づくりマルシェ
『人とつながる、未来とつながる』への参加について、そ
の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

3）日胆支部運営委員会（日高地区）の追加開催について
提出者：日胆地区理事　小山内　康夫
支部活動において、地区を更に分け、日高地区での活動
を開始したい。日高地区での活動を開始するにあたり、
運営委員会開催にかかる事業費追加計上となる。費用計
上追加について、その賛否を諮ったところ、全員異議な
くこれを承認した。

4）部員の異動および増員について
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、

全員異議なくこれを承認した。
（異動内容）
○学術局
　【退任】専門領域部　部員　1名

		退任日　平成 29年 7月 25日
　【就任】専門領域部　部員　1名

		就任日　平成 29年 7月 26日
○後志支部
　【退任】社会部　　　部員　1名

		退任日　平成 29年 6月 15日
※異動のため

　【就任】社会部　　　部員　1名
		就任日　平成 29年 8月	1日
※欠員補充のため

○日胆支部
　【就任】学術教育部　部員　2名

		社会部　　　部員　1名
		職能部　　　部員　1名
		事務部　　　部員　1名

		就任日　平成 29年 8月	26日

　  5）就業規則の変更について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
事務局職員就業規則について、内容を見直し、不備、不
足箇所及び育児休業法と介護休業法の法改正に則し内容
を改定した。何れも平成 29年 10 月 1日付より、改定と
したい。就業規則の変更について、その賛否を諮ったと
ころ、全員異議なくこれを承認した。

6）下肢装具の地域連携事業について
提出者：職能局長　濱本　龍哉
生活期における下肢装具は、病院の外来リハが減少する
にしたがい、破損、不適合の状態が長く放置されること
が多くなっている。この様な現状の改善に向けて、生活
期リハに関わるリハ職、ケアマネ等への意識付けとして
装具のしおりを作成している（厚別、清田、手稲、中央
区の協力病院間では共有している）。
今回、札幌市介護保険課の課長と相談したところ、札幌

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



市ケアマネ連協の情報誌「ケアマネ sapporo」に装具の
連携について、記事掲載が可能ということになり、装具
のしおりを当会ホームページ上よりダウンロード可能な
状況にして、情報提供をおこないたい。可能であれば、
次年度以降も全道各地でこの連携活動を広げていきたい
と考える。下肢装具のしおりを当会ホームページに掲載
しダウンロード対応を可能とすること、掲載内容につ
いての指摘事項を修正した内容で掲載することについ
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 29 年度学術奨励賞、社会分野奨励賞受賞者決定に
ついて
提出者：表彰審査委員会 委員長　水本　善四郎
平成 29 年度学術奨励賞及び社会分野奨励賞の受賞者に
ついて表彰審査委員会を開催し、学術奨励賞は札幌支部
工藤夢子会員、社会分野奨励賞は、道北支部　酒井安弘
会員を選出した旨、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。

8）派遣・推薦について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
5 事業 6名会員の派遣及び推薦について、その賛否を諮っ
たところ、全員異議なくこれを承認した。
・６時間リレーマラソン in札幌ドーム　評議員　2名
日程：平成 29年 7月 23日

・留萌保健医療福祉圏域連携推進会議「在宅医療・ケ
ア専門部会」　1名
任期：委嘱日～平成 30年 3月 31日

・北海道がん対策推進委員会特別委員　1名
任期：委嘱日～平成 30年 3月 31日

・障がい者等用駐車スペース適正利用啓発キャンペー
ンイベント　講師　1名
日程：平成 29年 8月 26日

・第 9回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース　1名
　（主催：公益財団法人	国際医療技術財団（JIMTEF/ ジ
ムテフ））
日程：平成 29年 9月 9日～ 10日

9）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 2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：福祉フェスティバル 2017
　日　　程：平成 29年 10 月 21日（土）～ 22日（日）
　会　　場：とかちプラザ
　申請団体：福祉フェスティバル 2017 実行委員会
2. 事　　業：第 5回介護の笑顔写真展旭川
日　　程：平成 29年 11月 11日（土）
会　　場：イオン旭川西店グリーンコート
　申請団体：介護の笑顔写真展旭川実行委員会

10) 会員異動（平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 8 月 13 日届
出受理分）
提出者：事務局長　柿澤　雅史
新入会：	203 名　転　入：	5 名　転　出：6名

休　会：　	2 名　退　会：	2 名（任意 2・除名 0・物故 0・
未納 0・休会期間経過 0）

6. 報告事項
1）業務執行理事職務執行状況報告（平成 29 年度第 1 四半期）

提出者：各業務執行理事　
業務執行理事より平成 29 年度第 1四半期についての業
務執行状況について報告がされた。

2）畑原理事の職員嘱託雇用について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
かねてから懸案だった、理学療法士の事務局勤務につい
て、臨時的な対応ではあるが、畑原理事の嘱託職員とし
て 7月 1日付にて雇用契約を締結したことを報告する。
契約更新は 3ヶ月毎とし、業務内容は、主にHARP 事業
業務、事務局財務・会計業務、事務局運営業務とする。

3）平成 30 年度予算編成について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
平成 30 年度予算編成について、例年通り、各局の収支
上限を算出した。これを基に、新規事業の追加、継続事
業の見直し（廃止も含め）、各部署において事業精査を
行い、期日までに事業計画案及び予算案を提出願いたい。

4）生涯スポーツ支援対策特別委員会の任期延長について
提出者：会長　太田　誠 
平成 27 年 11月 16日から設置された生涯スポーツ支援
対策特別委員会について、平成 29年 3月 31日までの任
期で委嘱をしていたが、現状において委員会継続の必要
性があるため、委員会を継続し、委員長と委員について
も、従来と同一で継続し、任期を平成 30年 3月 31日ま
でとする旨、太田会長より報告がなされた。
【生涯スポーツ支援対策特別委員会】
任　期：平成 30年 3月 31日まで　7名

5）マスコットキャラクタ－の公募について
提出者：社会局長　盛　雅彦
一般道・市民へ理学療法士に親しみを持ってもらうこと
や会員が北海道理学療法士会を身近に感じてもらい、新
たな広報媒体の一助とするために、マスコットキャラク
ターのデザイン・名称の募集を当会ホームページで開始
した。その他、メルマガと FAX通信でも周知をおこなっ
た。応募についてはプロ・アマ不問とした。採用作品には、
賞金 50,000 円を贈呈する。採用作品は、各種イベント等、
当会の広報活動に使用していく。

6）支部事業局の事業追加・変更の報告（4 月 1 日～ 7 月末日分）
提出者：支部事業局長　信太　雅洋
信太支部事業局長より、4月から 7月において、各支部
事業の追加・変更 16件について、報告がなされた。

7）理学療法週間事業さっぽろ医療＆福祉フェスタ 2017
提出者：札幌地区理事 佐藤　義文
理学療法の日に合わせて、札幌支部事業として、さっぽ
ろ医療＆福祉フェスタ2017 を開催した。
日時：2017年 7月 17日（月曜日　海の日）10～ 17時



場所：札幌渓仁会リハビリテーション病院　エントランス
テクノエイドセンター（中央区北10条 17丁目 36-13）
入場数は一般の方や医療職、介護職、札幌市、各種団体
を含め、508 名であった。障がい児者を対象とした法人
や団体の協力もあり、札幌市の名義後援をうけ、当日は
ピザやかき氷、ポップコーンの食品販売も行った。一職
能団体のイベント、或いは一病院のイベントという形で
くくってしまうと、札幌市の後援承認が出にくく、各団
体と協力して、公の場の公民のためのイベントであるこ
とを強調する必要があった。

8）平成 29 年度十勝支部学術大会予算案変更について
提出者：十勝地区理事 森　茂樹
第１回十勝理学療法学術大会において、講師ランク、症
例コメンテーター数、講師宿泊費等の変更が生じた旨、
報告があり、併せて、事業予算案の修正についても報告
がなされた。

9）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6件について報告がなされた。
1. 事　　業：第 80回北海道内部障害リハビリテーション

研究会定例会
　日　　程：平成 29年 7月 8日（土）
　会　　場：地域ふれあい研修センター
　申請団体：北海道内部障害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 2回研修会
日　　程：平成 29年 7月 29日（土）
会　　場：白石明日佳病院
　申請団体：リハビリテーションのための応用行動分析学

研究会	
3. 事　　業：日本ボバース研究会北海道ブロック平成 29

年度成人部門道南地区勉強会
日　　程：平成 29年 8月 27日（日）
会　　場：八雲総合病院　1階理学療法室
　申請団体：日本ボバース研究会　北海道ブロック	
4. 事　　業：平成 29年度清田区健康＆介護予防フェア
日　　程：平成 29年 9月 9日（土）
会　　場：清田区役所
　申請団体：札幌市清田区保健福祉部
　後援名義：公益社団法人北海道理学療法士会札幌支部
5. 事　　業：くしろ健康まつり2017
　日　　程：平成 29年 10 月 15日（日）
　会　　場：釧路市観光国際交流センター
　申請団体：釧路市	
　後援名義：公益社団法人北海道理学療法士会釧根支部
6. 事　　業：第 49回がん予防道民大会
　日　　程：平成 29年 10 月 27日（金）
　会　　場：恵庭市民会館大ホール
　申請団体：第 49回がん予防道民大会実行委員会（北海道）

10) 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 3件の事業報告がなされた。
1. 第 40回記念　北海道を歩こう
開催日：平成 29年 5　月 28日（日）　
　（一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団）

2. 第 10回日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in
北海道　開催日：平成 29年 6月 3日（土）・4日（日）
　（一般社団法人　日本訪問リハビリテーション協会）
3. 第 7回日本脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会
北海道帯広大会　開催日：平成 29年 6月 10日（土）
（一般社団法人日本脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会）

11) 各種会議等報告
提出者：事務局長　柿澤　雅史
6 月 22日（木）	一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団
平成 29年度通常総会（太田会長、柿澤事務局長）
7月 10日（月）	参議院議員はちろ吉雄政経セミナー（太
田会長）
7月 21日（金）	ちば英守議員活動 30周年記念第 13回政
経文化セミナー&感謝の集い（盛副会長）
7月 22日（土）～ 23日（日）日本理学療法士協会	平成
29年度都道府県理学療法士会	事務局職員研修会
（小林事務 ･支部事業局付け理事）
7月 28日（金）	衆議院議員高木広壽政経セミナー（太田
会長）
8月 03日（木）	北海道マラソン 2017 救護会議（山本生
涯スポーツ支援対策特別委員長）
8月 05日（土）	北海道難病連	第 44 回難病患者・障害者
と家族の全道集会（札幌大会）（盛副会長）
8月 18日（金）	北海道医師会　平成 29 年度第 1回北海
道医療・福祉関係職能団体等意見交換会
（盛副会長、柿澤事務局長）

12) 各種会議等出席予定
9 月 05日（火）	参議院議員徳永エリ政経セミナー（柿澤
事務局長）
9月 10日（金）～ 11日（土）	第 9回 JIMTEF 災害医療研
修ベーシックコース（遠藤釧根地区理）
9月 15日（金）	きょうされん第 40回全国大会 in北海道
（太田会長）
9月 16日（土）	日本理学療法士協会　平成 29 年度選挙
管理運営委員会（樋口選挙管理委員長）

13) 会員異動（平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 8 月 13 日届
出受理分）
道内異動：88名　復会：	0 名　転出：	6 名　転入：	5 名
総会員数 5,702 名（在会：5,165 名、不明：36名、休会：
439 名、権利停止：62名）
公文書発行枚数：66枚



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　）

★慶弔 慶　　事：0件　弔　電：1件
★会員異動　　道内異動：88名　転　出：6名　転　入：5名　休　会：2名　任意退会：2名　新入会：203 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
＜ FAX 番号変更＞

＜部署名変更＞

＜施設住所変更＞

【新】
・北海道科学大学
FAX：011-688-2270

・北光記念病院
心臓リハビリテーション室

・デイサービスセンター禎心会東
〒 007-0844
札幌市東区北 44 条東 8-1-6
・訪問看護ステーションのっぽろ
〒 069-0813
江別市野幌町 53 番地 5

（8月 26日（土）平成 29年度第 2回臨時理事会承認）
総会員数5,702名

事務局報告

【旧】
・北海道科学大学
FAX：011-681-3622

・北光記念病院
理学療法科
・デイサービスセンター禎心会東
〒 007-0845
札幌市東区北 45 条東 9-2-7
・訪問看護ステーションのっぽろ
〒 069-0815
江別市野幌末広町 38-9



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 1,800 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 1日。締切後は次号ご掲載となります。

TEL：011-213-0301　FAX：011-213-0302

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

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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〒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: 0123-34-0019　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




