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皆様には、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。また、日頃より本会の運営に対し、
ご理解、ご協力を賜っておりますことに心よりお礼申
し上げます。

昨年を振り返りますと、年の暮れの横綱の引退騒動
が強く記憶に残りました。それでも卓球や体操、バド
ミントン、レスリング等々スポーツ界では多くのヒー
ロー・ヒロインが誕生し、東京オリンピック・パラリ
ンピックへの期待がふくらみました。

本会においては「2017 冬季アジア札幌大会」の札幌
会場に 100 名を越える会員を派遣しました。大会規模
もかつての札幌冬季オリンピックを越える 2,300 名以
上の選手・役員が集った国際大会の支援活動を実施す
ることができました。

また、理学療法士・作業療法士の養成カリキュラム
が 18 年ぶりに見直され、社会環境の変化に対応するた
めの臨床実習の拡充など、総単位数が「93 単位以上」
から「101 単位以上」へと引き上げられることになり
ました。詳細は年度内に確定しますが、この見直しは
今後 5 年おきに実施されることも決まりました。この
結果を踏まえて、2016 年 8 月 5 日でストップしていた

「理学療法士・作業療法士需給分科会」の議論が再開さ
れますが、この分科会の審議の結果を待たずに次年度
から各都道府県の地域医療計画の策定準備が進んでい
ます。その他、厚生労働省内では理学療法士に関係す
る複数の検討会が行われており、益々理学療法士への
注目度が上がっています。

このように我々を取り巻く環境が急激に変わり、超
高齢社会に対峙するためには理学療法士が牽引役とし
て頑張らなければなりません。

昨年 3 月に出された三菱ＵＦＪリサ－チ＆コンサル
ティングの報告書「2040 年に向けた挑戦」の中では、
今までの１次予防で社会参加を促し、2 次予防で虚弱を
遅らせ、3 次予防で重度化を遅らせることに加え、もう
ひとつの予防として地域環境・社会環境の整備・改善
を「ゼロ次予防」として進めることを強調しています。
ここでは地域でのつながりがなくなっている住民の「地
域でつながる」ことの重要性を説いています。2040 年
に向けて地域包括ケアシステムで取り組むべき予防の
方向として、地域共生社会の実現・地域包括ケアシス
テムの構築の外堀として「ゼロ次予防」が取り囲む形
で描かれています。

この地域でのつながり（連携）については、地域包

括ケアシステムの構築を進め
るために非常に重要ですが、
我々理学療法士の施設管理者
にとっても大切な要素です。
全国で進めている管理者研修
会も各施設管理者に地域での
ネットワーク構築の重要性を
ご理解いただいています。現
在、施設管理者の初級研修会
を道内各支部で開催していま
す。その中では、施設管理者の「学識意欲の高さ」→「部
下の学識意欲の向上」→「部門への評価、信頼感向上」
につながることや、「制度環境の変更に柔軟に対応」→

「経営者支援・職域拡大への挑戦」→「人員拡大・雇用
拡大」へと広がることも説明されています。地域で管
理者同士がつながり、最新の情報を共有し、施設長へ
の適切な提案ができる管理者が増えることが求められ
ます。

新年を迎え平成 30 年度に向けて、我々が一番気になっ
ていることは診療報酬・介護報酬の同時改定の内容で
す。まだ詳細は明確ではありませんが、この新しい報
酬体系の中でアウトカムを出し、エビデンスを構築し
ていかなければなりません。我が国の医療に対する方
向性が、「治す医療」から「治し、支える医療」へとパ
ラダイムシフトし、2025 年の地域包括ケアシステムの
確立に向け着実に進んでいます。

さて、一昨年の 7 月に行われた参議院議員選挙にお
いて、理学療法士の組織代表として小川克巳参議院議
員が誕生しました。現在は、参議院厚生労働委員会委
員を中心に活躍され、我々の大きな力となっています。
また、昨年 10 月の日本理学療法士連盟中央役員会で次
期組織内候補を田中昌史氏（北海道士会所属）とする
ことが決定しました。こちらも着実に前に進めなけれ
ばなりません。

最後に本年は北海道理学療法士会が創立 50 周年を迎
える記念すべき年となります。本会は、北海道の中で
半世紀にわたり道民の健康増進、障害予防の推進を目
的に活動してきました。この 1 年は今までの 50 年をしっ
かりと振り返り、来るべき 50 年に向け、大きく飛躍す
る節目の年にしたいと考えています。

この平成 30 年が皆様にとりまして良い年になります
ことを心から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

新年を迎えて
公益社団法人　北海道理学療法士会

会長　太田　誠



北海道理学療法士会の皆様には、いつも日本理学療

法士協会および日本理学療法士連盟の活動にご理解と

ご支援をいただき、厚く御礼を申し上げます。また、

小川かつみ氏が出馬した昨年の参議院議員選挙では、

当選への大きな原動力となっていただきましたことに

心から感謝申し上げます。

この度、日本理学療法士連盟中央役員会におきまし

て理学療法士組織内候補者に選任していただきました。

誠に光栄であり、その重責に身の引き締まる思いであ

ります。皆様のご支援を賜りながら懸命に活動を積み

重ね、全ての理学療法士の職務と生活、そしてその先

にある国民の生活が豊かなものとなるよう努めてまい

る所存です。

国民の「行ける・出来る・働ける・楽しめる」の維

持および回復をあらゆる年代や領域において理学療法

士が支えること、高品質の理学療法サービスを提供す

るための研修および研究を推進すること、これらに必

要な財源を獲得するとともに理学療法士の待遇を向上

することが私の基本政策です。

「理学療法士が国民にとって喜ばれ必要とされる職種

であり、社会的評価をもって身分や待遇が守られ、自

己研鑽によって質の高い理学療法サービスを提供する

ことが、さらなる国民の幸福につながる」、そのような

良好な循環を築いていくために、理学療法士の皆様の

声に耳を傾け、ともに力を合わせて、理学療法士が主

体的にしっかりと国民生活を支えうる社会を目指した

いと考えております。

今、理学療法士には対応しなければならない課題が

山積しています。例えば「理学療法士が従事するフィー

ルドが変わる」、「実際の生活を改善しうる質が求めら

れる」、「行政や地域住民との連携が求められる」、「関

係他職種との結果につながる連携が必要となる」、「一

部他職種との業務の競合が生じている」、「介護分野で

は身分や待遇が十分でない」などです。これらの問題

を解決し、理学療法士全国 11 万人の仕事と生活を守っ

ていかなければなりません。すべての理学療法士が望

む質の高い理学療法サービスの提供には日々の研修や

技能向上は不可欠です。その研修には職能団体の財源

や自己費用負担、つまり自身（会員）に対する投資が

必要であり、これは自ら（会員）の生活が待遇におい

て安定している必要があります。このように「身分や

生活の安定」と「質の高い理学療法サービス」は相互

に高めあうものです。

職務・職域、身分、待遇、教育など理学療法士業務

を規定するのは、「理学療法士および作業療法士法」、「診

療報酬および介護報酬制度」、「理学療法士養成指定規

則」です。これらを時代と社会の要請に適応したものに、

そして理学療法士が確実に実力を発揮できるものに変

えていかなければなりません。これらの身分法や制度

は全て政治の場で決着するものですから、政治の場で

理学療法士がしっかりと主張すべきです。私は、その

役割をしっかりと担ってまいる決意です。

私たち理学療法士は 10 年後・20 年後にどのような

業務をするのか、またすべきなのか。その時に国民生

活にどのように貢献するのか。これは我々自身が考え、

今から提案して制度化へ向かわねばなりません。理学

療法士はもっと主体的に活動できる専門職であると思

います。今ある職務や待遇、権益に甘んじることなく、

よりよい国民生活を生み出す理学療法士となるよう、

皆様とともに考え、行動してまいります。

私の地元、北海道の皆様の元へこれから幾度も訪問

し、意見交換をさせていただきたいと存じます。今後

ともご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申し

上げます。

選任のご挨拶　～皆様とともに、社会を創る・守る理学療法士へ～

日本理学療法士協会理事・日本理学療法士連盟会長　田中　まさし

太田会長と力強い握手をする田中まさし氏



平成 30年介護報酬改定に関する研修会のお知らせ

　【日　　　時】：平成 30 年 2 月 25 日（日）　13:00 ～ 16:00（受付 12:30 ～）
　【会　　　場】：札幌医療リハビリ専門学校
　【内　　　容】：平成 30 年介護報酬改定について　老健局老人保健課　井口　豪、他

※本研修会は、前日の 2 月 24 日に日本理学療法士協会主催で開催された研修会（東京
会場）の動画を用いたサテライト開催となります。

　【参加対象者】： 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、病院・施設管理者等
　【参　加　費】：北海道理学療法士連盟会員 3,000 円

北海道理学療法士会会員（士会賛助会員の OT・ST 士会を含む）   3,000 円
会員外 5,000 円

　【参加申し込み】：会場準備のため事前の申し込みをお願いいたします。
　お名前、メールアドレスを入力後、①ご勤務先、②職種、③所属会、④参加希望会場を以下 QR コードよ
り読み取り、ご入力下さい。※ 申込みの締切日：2 月 21 日（水）

＜お問い合わせ先＞　〒 066-0037　北海道千歳市新富 1 丁目 7-20　豊友会クリニック内
北海道理学療法士連盟　事務局　竹ヶ原　智行

TEL：0123-22-0111　FAX：0123-22-1233
E-mail　t.takegahara@gmail.com

※ 同日、苫小牧市・岩内町・旭川市、帯広市、釧路市でも同研修会を開催します。
詳細は「北海道理学療法士連盟」HP をご確認ください。

※ 当日の質問には回答できませんが、日本理学療法士連盟に確認し、後日、 HP 等での周知予定です。

第 69回北海道理学療法士学術大会からのお知らせ

【テ　ー　マ】：理学療法のワークシフト
【会　　　期】：平成 30 年 7 月 28 日（土）～ 29 日（日） 
【会　　　場】：札幌コンベンションセンター （札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1）
【大　会　長】：杉原　俊一（札幌秀友会病院）

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

▶大会企画「フレッシュマンセッション」のお知らせ
本学術大会では今年度に養成校を卒業する平成 30 年度新会員を対象に、養成校で実施した卒業研究をブ

ラッシュアップして演題発表を行う「フレッシュマンセッション」を企画しました。「フレッシュマンセッ
ション」の演題募集時期は、平成 30 年 4 月上旬～ 5 月中旬を予定しています。4 月から新たな仲間に加わ
る新会員から多くの演題登録をお待ちしております。
　なお、新会員以外の会員による演題募集は平成 30 年 2 月上旬から受付けます。例年より演題登録まで
の準備期間が短くなっておりますのでご留意下さい。

▶大会企画「自主企画教育セミナー」のお知らせ
理学療法の未来へ向けた各種団体による「自主企画教育セミナー」を公募いたします。内容は若手理学

療法士や女性理学療法士に向けたものとし、PT 専門領域の拡大・職域拡大等、大会テーマ「理学療法のワー
クシフト」に沿った形での企画立案をお願い致します。「自主企画教育セミナー」への募集は平成 30 年 4
月上旬から受付を予定しております。詳細については大会ホームページ上で改めてご案内致します。会員
の皆様から熱いご提案をお待ちしております。

～例年より開催時期が早まります～
査読委員・座長公募期間：平成 30 年 1 月 17 日（水）～ 2 月 14 日（水）
演   題   募   集   期   間：平成 30 年 2 月  7  日（水）～ 3 月  7  日（水）

北海道理学療法士連盟・北海道理学療法士会　共催



北海道理学療法第 35巻への投稿論文募集のお知らせ
学術局長　杉原　俊一

　本誌は公益社団法人北海道理学療法士会の学術誌として、理学療法および関係領域における実践報告と研

究発表の場を提供することを主目的とした学術論文です。

　現在、学術大会の初夏開催変更に伴い、第 35 巻（2018 年 7 月刊行予定）の原稿を募集しております。原

稿の執筆、提出等にあたっては第 34 巻の巻末の投稿規程をご確認ください。

　北海道理学療法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。皆さまのご投稿お待ちしております。

＜問い合わせ先＞

　　　北海道理学療法編集　事務局（竹ヶ原　智行　宛）

E-mail：t.takegahara@gmail.com

送付先

〒 060-0003

札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 1　カミヤマビル 4 階

公益社団法人北海道理学療法士会　事務局

　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。

□ 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

メールアドレス登録のお願い



高齢化が進む中、地域包括ケアシステムにおいては
医療、介護、そして生活支援・介護予防の 3 つのカテ
ゴリーに分類され理学療法士等の活動が拡がりをみせ
ています。特に介護予防分野においては、住民の自助
や互助を引き出し、健康寿命を伸ばし、いかに自分ら
しく地域で暮らせる仕組みをつくるかがポイントとな
ります。その中で介護予防・日常生活支援総合事業に
おける地域リハビリテーション活動支援事業では、訪
問、通所、地域ケア会議、住民の通いの場など様々な
場面で理学療法士等の新たな関与が求められています。

旭川市においては、平成 29 年 4 月より住民の通い
の場、いわゆる運動サークル等への支援が事業化され、
理学療法士等が体力測定やその結果を基に運動指導、
講話等を行っています。事業支援の側面からみえた課
題の一つに、運動サークルの中心となっているリーダー
の高齢化や次期リーダーの担い手がいないこと、内容
の偏りが大きいこと、また要支援者の受け入れが難し
いことなどが挙げられます。

住民の通いの場は外出の場としても存在し、閉じこ
もりの防止、体操等を通しての交流の場、また通所系
サービスや訪問リハビリテーションの卒業先としても
位置付けられ大変有効な場所になっています。しかし
ながら、長期的にはまとめ役であるリーダー育成がな
く運営基盤の脆弱さもみられ、参加者の指導はもとよ
り、安定した運営方法等も一体的に検討していかなけ
ればならない状況であると感じました。そこで旭川市
内の地域包括支援センターの保健師と運動サークルの
現状課題について検討を重ね、市内 11 か所の地域包括
支援センターの中で 3 ヶ所の地域包括支援センターと
共同し運動サークルリーダー育成に特化した養成講座
を開講する運びとなりました。

折しも茨城県においては、先駆的にシルバー・リハ
ビリ体操指導士養成が行われ県内 8000 名の修了者を出
し効果的な地域支援が行われていることを聞き、講習

会等を受講してコンセプトを学び「あさひかわリハビ
リ体操指導士養成講座」（以下養成講座）として準備を
進めていきました。

3 級養成講座の概要は、毎週 1 回 3 時間、10 日間のコー
スになっています。体操に必要と思われる解剖や運動
学を学び、基本的な体操を約 70 種類習得し生活とも関
連づけていきます。さらには効果的なサークル運営の
方法や体操の号令から指導方法に至るまで、座学や実
技で学ぶコースになっています。

対象者は、運動サークルに関わることができる方と
し、36 名の応募をいただき 26 名の修了者・認定者（指
導士）を出すことができました。養成講座を通して、
参加者も改めて学ぶことの楽しさに触れ、難しいこと
への挑戦と達成感、体操の実践と教えることの難しさ
など多くのことを感じられたようです。養成講座の取
り組みは「世のため人のため自分のため」としていま
すが、参加者ご自身が高齢化に向けた対策のひとつを
今回の養成講座で学べたものと思っています。

今後は指導士が習ったことをいかに運動サークルや
ご自分の地域で展開していくかも重要なことになりま
す。地域包括支援センターをはじめ地域の方々とも連
携を図り、リハビリ体操指導士の活躍の場に「つなげ
ていく」ことが必要であると思っています。将来的に
は各地区での指導士会の設立をお願いし、指導士を通
して運動サークルの横のつながりや理学療法士会等専
門職団体との研修会等開催、指導士の地域間交流、指
導士の地域見守りなど拡がりをつくれたら良いと思っ
ています。

平成 30 年度に向け、養成講座内容の再検討、2 級、
1 級指導士養成講座に向けての準備をしていきたいと
思っています。また市内及び道内でのリハビリ体操指
導士養成講座開催及び支援を行いたいと思いますので
地域で必要な際はぜひご相談ください。

活動報告

座学風景

終講式の集合写真

住民が主体となるシルバー・リハビリ体操指導士養成講座の取り組み
職能局　地域包括ケア推進部　部長　小林　浩



活動報告

キッズワークショップ2017への参加について

この度、平成 29 年 11 月 23 日 ( 木 ) に ACU-A（アスティ

45）・ACU-Y( 読売北海道ビル ) で開催された「キッズワー

クショップ 2017」に、当会の市民向けセミナーとして

参加しました。

本イベントは小学生を対象に、「今までにない体験・

経験の場を提供すること」を目的に、12 のワークショッ

プの中から参加者が事前に興味のあるワークショップを

最大 4 つまで選んで参加していただく、親子体験型のイ

ベントで、今年で 4 回目の開催となっています。

当会としては昨年に続き 2 度目の参加で、理学療法

士は「人の身体を対象とした仕事であること」を知って

いただくこと、親子でお互いの “ 身体 ” に興味を持って

いただくこと、ワークショップを通して親子のふれあい

の場を提供することを目的として、本会会員で札幌円山

整形外科の仲澤一也氏を講師に迎え「体育に役立つ弱点

克服 ～足型から自分の弱点バッチリ見つけちゃおう～」

と題してワークショップを行いました。内容としては、

まずは理学療法士の仕事紹介を行い、デモンストレー

ションを行った後に、親子でお互いにフットプリントを

用いて足型を採取してもらい、その後簡単なトレーニン

グを実施し、再度フットプリントを採取して、トレーニ

ング前後での変化を体験していただきました。1 コマ 45

分のワークショップを 4 回実施し、当会のワークショッ

プには 4 コマ合計で 40 名の小学生にご参加いただきま

した。

参加者アンケートからは「短い運動でも結果が出るん

だなと思った」「運動するとこんなに体が柔らかくなっ

てすごいと思った」「もう 1 回やりたい」などなど、そ

の他にも非常に嬉しい言葉を多数いただき、大盛況のう

ちに終えることができました。本イベントを通して少し

でも理学療法士という職種を知っていただくとともに、

参加者皆が “ 身体 ” に興味を持っていただく貴重な機会

になったと感じています。

今後も道民の皆様への社会貢献と理学療法 ( 士 ) を啓

発する事業を企画・実施していきたいと考えております

ので、引き続き社会局の活動へのご理解とご協力を宜し

くお願い致します。

社会局　企画推進部　齋藤　貴将

ADL維持向上等体制加算に関する研修会を受講して

12 月２日に開催された北海道理学療法士会主催の

「ADL 維持向上等体制加算に関する研修会」に参加させ

ていただきました。研修会には急性期病院の部門管理者

を中心に 20 名程度参加していました。研修内容は平成

26 年度の診療報酬改定で保険収載された「ADL 維持向

上等体制加算」の概要説明と、すでに導入している病院

での具体的な導入前後の課題や効果についてお話しいた

だき、それを踏まえて参加者でグループワークを行いま

した。制度の特徴は理学療法士が病棟に常駐し、その病

棟の全入院患者を対象に「予防」という分野で初めて診

療報酬が認められた「新たな理学療法士の働き方」であ

ると紹介されていました。導入により在院日数の短縮や

治療効果の向上、入院からリハ開始までの日数短縮、リ

ハ処方数の増加など、多くの急性期病院が抱える課題に

対し素晴らしい成果を上げていました。従来の疾患別リ

ハとは異なるため導入には様々な苦労がありますが、導

入による多くのメリットについて拝聴でき、グループ

ワークでも積極的な導入に向けて議論が行われました。

急性期病院の限られた入院期間で対象患者様の機能と

環境を多面的に把握し、患者様や家族を含めたチーム医

療を進めるうえで、理学療法士の専門性はその方向性を

コーディネイトできるものだと感じています。理学療法

士がこのような活動を行うことで患者様やご家族のみな

らず、病院に対しても貢献度が高いことがよく理解でき

ました。このような働き方をより多くの急性期病院で実

現する為にも各病院での努力はもちろん、理学療法士協

会全体で協力しながら取り組んでいく必要があることを

感じられた研修会でした。

斗南病院　　杉本　寿司



職能局職域事業部からの報告
～施設管理者ネットワーク構築の現状～

　職能局職域事業部では、施設管理者ネットワーク構築に向け、昨年度よりメーリングリストへの登録をお
願いしています。施設登録 100％を目標に活動を進め約 1 年が経過しますが、現在の登録状況について報告
させていただきます。施設管理者ネットワーク構築の目的を再度発信し、北海道理学療法士会会員の皆様に
この事業目的をご理解いただき、施設登録が促進されることを期待しております。

【方法】
　北海道理学療法士会（以下　士会）施設管理者ネットワーク構築事業データから情報収集（平成 29 年 9
月時点の確認データ）

【報告】
○北海道全体の施設登録数と割合

総施設数 873 施設中、登録施設 543 施設で全体の 62.3％であった。（図 1）
330 施設が未登録であった。

〇士会支部別の登録状況（図 2・3）
支部別登録率は 30％以下～ 95.8％と登録に大きな差がみられた。
道北支部は支部特有のメーリングリストでのネットワークの構築が進んでいたため、
施設管理者ネットワークのメーリングリストへの移行が遅れ、現在登録を促している。
札幌市は総施設 342 施設と多いため、各区別に比較した。区で大きな差を認め、約 130 施設程度が未登録　
であった。

〇施設管理者ネットワーク構築の目的
現在、理学療法の質を高めていく組織的な活動が急務となっており、実現するために管理者の育成とネッ
トワークの構築が必要となっています。ネットワーク構築の主たる目的は以下のとおりです。

①士会から施設会員へのシームレスな情報提供
②確実に施設会員全員に情報が伝わるシステムの構築
③士会と施設管理者との連携強化・協力体制の構築

【結語】
　日本理学療法士協会では理学療法（士）の質を担保するため協会指定管理者制度を推進し、管理者の人材
育成を目的とした研修システムの構築を図っています。これらを踏まえ、現在 5700 名超の会員を有し、年々
会員数が増加している本会でも、協会指定管理者研修（初級・上級）を開催するなどと並行して、施設管理者ネッ
トワークを活用し、情報（例：診療報酬・介護報酬改定情報、研修会情報など）の発信や、経験年数の少な
い管理者等へ助言等の支援ができる体制を整えて参ります。本事業の目的から鑑みて現在の登録率 62.3％は
決して高くはありません。施設管理者ネットワーク構築の目的をご理解いただき、未登録施設へのお声かけ
にもご協力をお願い致します。ご意見・ご感想は、 hpta.shokuikijigyoubu@gmail.com までお願いいたします。

職能局　職域事業部　川原　亜弓

図２ 図３

図 1 北海道全体の登録割合



　臨床において姿勢や運動を学習するために、多くは視覚的
情報を手掛かりにしているといっても過言ではありません。
しかし、練習中は介入効果の手ごたえを感じたにも関わらず、
翌日リハ室に来られたときにはすっかり練習前の状態に戻っ
てしまっていることはよく経験するところです。例えば、不
良姿勢の改善のために姿勢鏡を用いることによって練習中は
効果が観られるけれども、翌日までなかなかその効果が持続
しないなどです。
　感覚 feedback (FB) を用いた練習効果に関する既往研究の
多くは、視覚、聴覚、振動覚等の一つの感覚刺激を用いた練
習直後の効果、つまり運動適応 (Motor Adaptation) に関する
ものです。しかも、姿勢制御に関する視覚 FB の効果につい
ては見解が一致していません。そんな中で、Ronsse らは、両
手の協調運動課題を用いて、連続的な視覚 FB と断続的な聴
覚 FB による練習後１日経過後の運動学習 (Motor Learning) に
ついて比較しました 1)。その結果、FB のある条件では、視覚
または聴覚の FB による運動適応には差が認められませんで
したが、FB のない条件での学習効果は聴覚 FB 練習群のみし
か認められませんでした（図 1）。さらに、fMRI を用いた結果、
視覚 FB 練習群では FB がない条件にも関わらず視覚領域の
脳活動が増加することが分かりました。つまり、視覚刺激に
対する認知活動の依存度が高まっていることが示唆されまし
た。対照的に，聴覚 FB 練習群では聴覚領域の脳活動が減少し，
聴覚と固有受容覚のネットワークに関連する領域の脳活動が
増加することが示されました。しかしながら、姿勢制御に関
しては視覚 FB と聴覚 FB の練習による学習効果を比較した報
告はありませんでした。

　そこで、我々は動的バランスの課題を用いて、連続的な視
覚 FB と連続的な聴覚 FB 練習の学習効果について比較しまし

た 2)。連続的に前後運動するターゲットに足圧中心 (COP) の
位置を一致させる課題とし、位置のずれに比例して FB 感覚
量が増大するようにしました。その結果、FB のない条件で学
習効果が認められたのは聴覚 FB 練習群のみでした（図 2）。

　その後、Chiou らは Ronsse らの結果は感覚 FB が連続的と
断続的の違いによるものではないかと異論を唱え、両上肢の
協調運動課題を用いて報告しました 3)。その結果、断続的な
視覚 FB と断続的な聴覚 FB 練習群双方に学習効果が認められ、
連続的な視覚 FB 練習群には認められませんでした。その報
告を踏まえて、現在、我々は前回と同様の動的バランスの課
題を用いて、断続的な感覚 FB の学習効果について調べてい
るところです。
　姿勢鏡は、まさに連続的な視覚 FB をもたらす道具です。
前述の説明から、学習効果が得られにくいことが理解された
かと思います。しかしながら、これらの報告は健常者を対象
としたものであり、臨床応用に向けて更なる研究の発展が望
まれます。

【引用文献】
1. Ronsse R，Puttemans V，Coxon JP，Goble DJ，Wagemans

J，Wenderoth N，Swinnen SP: Motor learning with
augmented feedback: Modality-dependent behavioral and
neural consequences．Cereb Cortex 21: 1283-1294, 2011.

2. Hasegawa N., Takeda K., Sakuma M., Mani H., Maejima H.,
Asaka T: Learning effects of dynamic postural control by
auditory biofeedback versus visual biofeedback training.
Gait Posture 58: 188-193, 2017.

3. Chiou SC，Chang EC: Bimanual coordination learning with
different augmented feedback modalities and information
types．PLoS One 11, 2016. e0149221

　　姿勢制御の運動学習
北海道大学　大学院保健科学研究院　浅賀　忠義

臨床に役立つワンポイントアドバイスを紹介 Vol.32

図１．両手協調性の誤差程度
　　　値が小さいほど協調性が高いことを示す。

* p < 0.05
図２．ターゲットに対する COP 運動のコヒーレンス
　　　値が大きいほどタイミングエラーが小さいことを示す。
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聴覚 FB 群
FB がなくても練習効果が
みられ保続されている。

視覚 FB 群
FB がないと練習効果がみ
られず保続もされない。

視 覚 FB 群 は、適 応 効 果
が速いが、FB がない条件
では練習前に戻っている。

一 方、 聴 覚 FB 群 は、 適
応効果は遅いが、FB がな
い条件でも練習効果が保
続されている。
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視覚 FB 群
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平成 29年度第 2回定時理事会議事録要約（通算開催第 45回）
1. 開催日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）13：30 ～ 16：50
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 22 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）第 70 回北海道理学療法士学術大会大会長ならびに準備

委員長承認の件
提出者：学術局長　杉原　俊一
第 70 回北海道理学療法士学術大会の大会長と準備委員
長について、開催担当支部の十勝支部より、推薦があり、
全員異議なくこれを承認した。
大会長　　：小岩　幹会員（社会医療法人北斗　北斗病
院　医療技術部　理学療法科）
準備委員長：林　達也会員（社会医療法人北斗　十勝リ
ハビリテーションセンター医療技術部　理学療法科）

2）平成 30 年度以後の全道学術研修大会について
提出者：学術局長　杉原　俊一
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 28 年 10 月 29 日開催）
にて、平成 30 年度以降の研修大会の開催は各支部で開
催することについてのみ承認となり、開催内容及び運用
について継続審議となっていた。支部事業局拡大会議（8
月 27 日開催）でのヒアリングを踏まえ学会研修部で検討
した結果、全道学術研修大会は、支部単位で理学療法士
を育てる生涯学習の視点が重要であり、学術研修大会助
成金事業として企画公募制とし支部で開催する。助成金
支給については、研修会内容の質の担保を維持するため、
学術局で定める開催要件を踏まえ企画内容を学術局で精
査し支給を決定する。助成金は 1 支部 20 万円を支給する。
なお、本助成金事業は、日本理学療法士協会における新
しい生涯学習システムが、平成 33 年 4 月の制度開始を
予定しているため、事業開始 5 年後に運用方法を再検討
することとする。
また、学術研修大会は、定款細則第 10 条 6 項にて、市
民公開講座を必ず開催するとなっているが、現状では、
理学療法週間も含め市民向け事業が全支部で開催されて
おり、開催を必ず義務付ける必要性は薄れてきていると
判断できる。ついては、今期中に定款細則第 10 条の改
訂を行い、平成 30 年度以後の全道学術研修大会につい
ては、市民向け事業の開催は義務付けではなくし、学術
局助成金事業として学術研修大会を行うこととし、平成
31 年度より実施の旨、説明がなされ、その賛否について
諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

3）理学療法士講習会（基本編・理論）（基本編・技術）助成

金事業の申請について
提出者：学術・教育局付け理事　橋田　浩
平成 30 年度理学療法士講習会（基本編）について、計 8
本（継続 5 本、新規 3 本）を企画した。この内容で日本
理学療法士協会へ申請（11 月 24 日締切）したい。平成
30 年度より、本講習会の助成金申請は選択制へ変更と
なった。助成金支給要件は、日本理学療法士協会が指定
するテーマに沿った講習会（上限 50 本）が該当となる。
当会においては、本研修会においては、受講申込が多数
あり、事業収支については、助成金の申請は不要である
と判断に至り、助成金の申請不要とし、講習会開催のみ
の内容で申請を行う旨、説明がなされ、その賛否につい
て諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。併せて、
講習会詳細内容及び予算案について、常任理事会（12 月
9 日開催）への付託も承認された。

4）理学療法士講習会（応用編）助成金事業の申請について
提出者：学術局長　杉原　俊一
学術局では、理学療法士講習会（応用編）を対応している。
平成 29 年度の開催実績を踏まえ、平成 30 年度も 4 本の
開催を企画した。講師の内諾は得た。基本編同様、日本
理学療法士協会へ申請（11 月 24 日締切）したい旨、説
明がなされ、その賛否について諮ったところ、全員異議
なくこれを承認した。

5）部員の異動について
提出者：社会局長　盛　雅彦
部員の異動について報告がなされた。部員補充は行わな
い。異動内容について、全員異議なくこれを承認した。
○社会局
　【退任】介護予防・健康増進支援部　部員　1 名

退任日：平成 29 年 10 月 15 日付

6）派遣・推薦について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
3 事業 8 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。
◦札幌市介護認定審査会委員　1 名

任期：平成 29 年 9 月 4 日～平成 31 年 3 月 31 日
◦函館地方裁判所職員対象健康管理に関する講習会   1 名
　任期：平成 29 年 11 月 21 日

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
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 石田　亮介
日胆地区理事 小山内康夫 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
道東地区理事 大倉　修一

（欠席理事 4 名　学術・教育局付け理事　前島　洋、社会・職能局付け理事　近藤　和夫、
  札幌地区理事　佐藤　義文、釧根地区理事　遠藤　力）



◦北海道・東北ブロック　住民主体型の総合事業獲得・
運営習得研修会　6 名
研修日：11 月 4 日（土）～ 5 日（日）

7）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。
◦事　　業：2017 年度　第 2 回集学的理学療法セミナー

脳血管障害片麻痺患者の運動学的解釈と理学療法
　日　　程：平成 29 年 12 月 8 日（金）
　会　　場：札幌医科大学　記念ホール
　申請団体：札幌医科大学　保健医療学部　理学療法学科

8）会員異動（平成 29 年 8 月 14 日～平成 29 年 10 月 16 日
届出受理分）
提出者：事務局長　柿澤　雅史
会員異動について、報告がなされ、全員異議なく、これ
を承認した。
新入会： 14 名　転　入： 6 名　転　出： 3 名
休　会：  7 名　退　会： 0 名（任意 0・除名 0・物故 0・

未納 0・休会期間経過 0）

9）保険事業部の事業内容変更について
提出者：職能局長　濱本　龍哉
保険事業部において、ADL 維持向上加算の実態調査を計
画していたが、算定施設の少なさを考慮して、ADL 維持
向上加算への意識調査と ADL 維持向上加算実施に向け
ての研修会開催へ事業企画内容変更及び事業予算 42,200
円の増額（事業総予算 87,200 円）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。

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 2 四半期）

提出者：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）理学療法士の事務局職員採用について
提出者：会長　太田　誠
かねてより懸案事項だった理学療法士の事務局職員を平
成 30 年 4 月 1 日付にて採用を予定していることが報告
された。

3）ネットワークビジネス（マルチ商法）に対する注意喚起
について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
最近、ネットワークビジネス（マルチ商法）が理学療法
士間でも広まりつつある旨、十勝支部より情報提供があっ
た。本件に携わっている会員においては、所属施設管理
者より「服務規程に反し、罰則がある。」との指摘を受け
ているとの情報もある。また、岡山県理学療法士会にお
いては、会員から「職場にマルチ商法らしきものに勧誘
する電話があった。」との報告を受け、昨年 12 月に士会
長名で注意喚起の情報を士会 HP に掲載している。本会
においては、施設管理者へ書面で郵送し、管理者より会
員への注意喚起を促すよう周知を行う予定である。

4）支部事業局の事業追加・変更の報告（8 月 1 日～ 9 月末日分）
提出者：支部事業局長　信太　雅洋 
8 月から 9 月末日までの支部事業局の事業の追加、変更
について、報告がなされた。
１．石狩支部　職能部会議開催追加
２．石狩支部　アンケート調査事業予算増額変更　　　

３．日胆支部　健康フェスタとまこまい 2017（仮）事業
予算増額変更

４．道南支部　未来づくりマルシェ『人とつながる、未来
とつながる』事業追加

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 3 件について報告がなされ
た。
1. 事　　業：北海道内部障害リハビリテーション研究会

第 4 回呼吸・心大血管リハビリテーション
講習会

　日　　程：平成 29 年 9 月 23 日（土）～ 24 日（日）
　会　　場：北海道大学病院
　申請団体：北海道内部障害リハビリテーション研究会 
2. 事　　業：日本ボバース研究会北海道ブロック　　　

平成 29 年度成人部門道東地区勉強会
日　　程：平成 29 年 10 月 14 日（土）
会　　場：星が浦病院

　申請団体：日本ボバース研究会　北海道ブロック 
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・小児部門合同研修会
日　　程：平成 29 年 11 月 4 日（土）～ 5 日（日）
会　　場：クラーク病院

　申請団体：日本ボバース研究会　北海道ブロック

6）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 44 回難病患者・障害者と家族の全道集会
　（開催日：平成 29 年 8 月 5 日（土）・6 日（日））　
　（一般財団法人北海道難病連）
2. 第 61 回精神保健北海道大会
　（開催日：平成 29 年 9 月 16 日（土））
　（北海道精神保健協会）
3. 第 43 回日本診療情報管理学会学術大会
　（開催日：平成 29 年 9 月 21 日（木）～ 22 日（金））　
　（一般社団法人日本病院会　日本診療情報管理学会）

7）各種会議等報告
9 月 3 日（日）　日本理学療法士協会　平成 29 年度事務
局長会議（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）
10 月 1 日（日）　日本理学療法士協会　都道府県地域包
括ケアシステム推進研修会（濱本職能局長）
10 月 8 日（日）　日本理学療法士協会　平成 29 年度組織
運営協議会（信太副会長）

8）各種会議等出席予定
10 月 28 日（土）　公益社団法人北海道鍼灸柔整マッサー
ジ師会　
第 14 回躍進大会、創立 85 周年記念祝賀会（太田会長）

9）会員異動（平成 29 年 8 月 14 日～平成 29 年 10 月 16 日届出受理分）
道内異動：47 名　復会： 0 名　転出： 3 名　転入： 6 名
総会員数 5,718 名（在会：5,182 名、不明：35 名、休会：
446 名、権利停止：55 名）
公文書発行枚数：29 枚



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 日以上経過しで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30年2月25日（日）
会　場：とれりは倶楽部
講　師：  杉原　俊一 （札幌秀友会病院）、

福嶋　　篤 （HPT訪問看護ステーションポット東）

第10回  健康支援育成講習会
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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
年会費領収書

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（H29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。
○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し込みが出来ません。
○H28年度分が未納の方は、会員権利が停止しております。早急に納入願います。
○H30年度より会費納入期限が変更となり、事業年度開始前の3月31日までに納入いただくとことになります。
詳細は日本理学療法士協会HP＞会員の方へ＞会員特典・制度＞年会費の納入方法をご確認ください。
※年度開始前の３月末までに納入がなかった場合、４月より会員権利全面停止となり、６月末までに納入がなかった場合、
会員資格喪失により退会となります。（退会の場合、生涯学習履歴は全て無効となり、復会はできません。）

○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/ ）

【年会費領収書について】
○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：2 件
★会員異動　　道内異動：47 名　転　出：3 名　転　入：6 名　休　会：7 名　新入会：17 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
＜施設名称変更＞

＜施設名称等変更＞

＜部署名変更＞

【新】
・丸玉木材㈱津別病院

・苫小牧市福祉部発達支援課
こども通園センターおおぞら園
〒 053-0045
苫小牧市双葉町 3 丁目 7 番 3 号
福祉ふれあいセンター内

・勤医協東在宅総合センター
訪問看護ステーション

（10月 28日（土）平成 29年度第 2回定時理事会承認）
総会員数5,718名

事務局報告

【旧】
・丸玉産業㈱津別病院

・苫小牧市心身障害者福祉センター

〒 053-0018
   苫小牧市旭町 2 丁目 1 番 11 号

・勤医協東在宅総合センター



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、ご連絡ください。

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
お申込みください。
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致します。

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
※お申込み・お問い合わせの際は、件名に【求人募集広告依頼】とご記載ください。

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

NorthernerNo.210　2018年２月１日発刊
発行：公益社団法人北海道理学療法士会／発行人：太田　誠／編集人：橋本　晃広／印刷：幡本印刷株式会社
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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


