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第 69 回北海道理学療法士学術大会からのお知らせ
～事前参加申込期間が決まりました～

　北海道理学療法士会創立 50 周年記念大会であります第 69 回北海道理学療法士学術大会が下記の要領で開
催されます。ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

事前参加申込期間： 4 月 28 日（土）～ 7 月 4 日（水）

　【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/

※参加申し込み等、詳細に関しては、大会ホームページでご確認ください。
※学会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。

北海道理学療法士会
イメージキャラクター会員投票（2次選考）のお願い

社会局　企画推進部　部長　小川  真太郎

　北海道理学療法士会イメージキャラクターにつきまして、たくさんのご応募ありがとうございました。

　応募多数のため、社会局企画推進部にて 1 次選考を厳正に行ない 20 作品の中から 8 作品に絞りました。

　2 次選考は、会員の皆様からのインターネットによる投票で 3 作品を選出いたします。

　北海道理学療法士会のイメージアップにつながる作品、道民の皆様に親しみを持ってもらえる作品、北海

道理学療法士会の広報活動や挿絵として活用できる作品などを選考基準として、審査いただきます。

　2 次選考の対象となる 8 候補作品は北海道理学療法士会ホームページに掲載されていますので、以下の投

票フォームから、理学療法士会会員お一人様１回まで投票をお願いいたします。

　なお、投票締めきりは 4 月 20 日となっておりますので職場内や知り合いの会員の方にもお伝えいただき、

多くの会員の皆様から投票いただきますようお願い申し上げます。

投票フォーム URL

https://ws.formzu.net/fgen/S80103654/

投票フォーム QR コード



活動報告

災害時の支援コーディネート研修会に参加して

正直に話しますと、これまでの人生の中で災害支援・

防災に興味・関心を持ったということはあまりありませ

んでした。そんな私に、ある相談の電話がかかってきま

した。

昨年下旬に清田区役所保健師より一本の電話があり、

相談を受けました。その内容は「清田区内の町内会で有

志の団体が発足され、障害者の避難訓練を行いたい」と

の相談です。この発案がきっかけとなりました。「避難

訓練時に患者役を行うのが貴院で訪問リハビリを利用さ

れている A さんなのです。ご協力をいただけませんか？」

とのことでした。幾度か会議を行い、当日は①片麻痺に

ついて、②失語症とは、などのレクチャーを行うととも

に、住民による実際の避難訓練を実施しました。自分た

ちの生活は自分たちで守る、といった市民レベルでの防

災意識の高まりを感じる貴重な経験を得ることができま

した。

前置きが長くなってしまいましたが、この度、HARP

主催で「災害時の支援コーディネート研修会」が行われ

るとのことでしたので、良い機会を得たと考え参加させ

ていただきました。

研修内容は、2016 年に起きた南富良野町での洪水被

害を行政の方からの報告や、熊本地震の際に現場で尽力

されたセラピストの方からの今後の課題など、体験に基

づく報告でした。

私は東日本大震災から 1 年後の石巻市や女川町を訪れ

る経験をさせてもらいましたが、災害の恐ろしさはその

場に行かないと感じられないものだと思っていました。

それは何が悪いということではなく、伝えることの限界

なのだと感じていました。ところが本研修会では参加者

が否応なく当事者になるプログラムが準備されていまし

た。それが DoHUG です。DoHUG はカードで行う避難

所運営シュミレーションゲームという趣向のものでした

が、とても考えさせられ、頭を悩ませ、非常に疲労する、

たいへん良いプログラムでした。

このゲームは避難所になる可能性を持った全ての施設

で行われるべきものだと感じます。自分の地域で本当に

大規模な災害が発生したら、自分の職場はどんな役割を

持つのか、自分自身にはどんな役割が発生するのか、具

体的に考えさせられる内容でした。災害・防災について

あまり考えたことがないという人は少なくないと思いま

す。機会があったら是非 DoHUG を経験してみてください。

きっと災害支援に対する意識が変わることと思います。

新札幌パウロ病院　須川　兼次

研修会の様子

DoHUG の様子



北海道で新たな分野を開拓している会員や
　　　新たな取り組みにチャレンジしている会員を紹介します！

　現在、理学療法分野や日本の動物医療業界において新
しい分野として注目が高まっている動物に対する理学療
法。その中で今回は、北海道で動物に対する理学療法に
取り組んでいる吉川 和幸 会員にインタビューしました。

酪農学園大学　吉川　和幸 さん
【PROFILE】

平成 22 年　理学療法士免許を取得し大阪にて 5 年の病
院勤務を経て平成 27 年 国立東京農工大学大学院修士課
程へ入学。平成 29 年 酪農学園大学 獣医学研究科 博士課
程入学。
取得資格…理学療法士、認定動物看護士、野生動物リハ
ビリテーター

広報部　動物理学療法を始めようと思った理由は何です
か？
吉川さん　1 頭の犬（ジロー）との出会いがきっかけです。
癌を患い、後肢が麻痺により常に引きずっている状態だっ
たジローを飼い主のおばあちゃんが呼んだ時に、偶然数
歩歩きました。その瞬間におばあちゃんとジローが嬉し
そうにしているやり取りを見て、こんな瞬間をより多く
支えることができたらいいなと思い、動物に対する理学
療法をやってみようと思いました。
広報部　実際に動物に対する理学療法を行ってみて、や
りがいを感じる場面・苦労したことを教えてください。
吉川さん　機能改善を通じて、その動物らしく自分を表
現できるようになることや、飼い主が喜んでいる場面に
立ち会えた時にやりがいを感じます。苦労したことは、
獣医療の中で理学療法の有用性・専門性について伝える
ことは難しく、実際に臨床場面に携われるまでかなりの
苦労と時間を要したことです。人との違いで言えば、動
物の診療費は全国で統一されておらず、理学療法の費用
も個々の病院に委ねられています。
広報部　現在行っている動物に対する理学療法の活動は
何ですか？
吉川さん　酪農学園大学付属動物医療センターで行われ
ている入院 ( 術後 ) または外来（通院）の動物に対する理
学療法に一部参加しながら、「犬の基本的動作を運動学・
筋活動の視点から明らかにする」というテーマで三次元
動作解析や筋電図を用いて基本的動作の測定を行い、動
物に理学療法を行う上での基礎知見を明確にする研究を
しています。
広報部　今後の動物に対する理学療法について目標や展
望を教えてください。

吉川さん　人に対する理学療法の知識や技術を動物に対
する理学療法に活かし、より多くの動物やその動物に関
わる人の幸せに貢献することが目標です。犬や猫などの
伴侶動物だけではなく、動物園動物や産業動物など様々
な動物の福祉を理学療法の専門性を活かし高めていくこ
とが将来の展望であり、それらの活動や教育普及を通じ
て「人と動物の共生」について考えていければと思って
います。
広報部　最後に当会の会員に向けてメッセージをお願い
します。
吉川さん　動物に対する理学療法は、発展途中の新規分
野です。そのため、多くの先生方のお力添えが必要だと
日々痛感しています。動物に対する理学療法に少しでも
興味があれば、ご連絡下さい。

～インタビューを終えて～
　動物に対する理学療法という、新しい分野での活動の
難しさ、また、それ以上のやりがいを強く感じました。
今後の動物に対する理学療法分野の発展・活躍が楽しみ
です。
　動物に対する理学療法に興味をお持ちの方は広報部ま
でご連絡下さい。

（広報部　櫻井）

どさんこ Physical Therapist

写真  左上：起立練習の様子 右上：リハビリ室　
　　  左下：関節可動域運動の様子　  右下：歩行測定



図 1-1　矢状面
背屈 (Dorsiflexion) と底屈 (Plantarflexion)

図 1-2　水平面
外転 (Abduction) と内転 (Adduction)

図 1-3　前額面
回内 (Eversion) と回外 (Inversion)

図 1-4　三平面複合運動
内がえし (Supination) と外がえし (Pronation)

図 2　距骨下関節と距舟関節と踵立方関節の運動軸の変化

1．はじめに
ヒトの足部は７個の足根骨と５個の中足骨、14 個の趾骨と

種子骨を含め 28 個、両側で 56 個の骨からなる。身体全体の
１/ ４以上が足に集中しており、多くの関節を構成し複雑な機
能を有している。ここでは足部・足関節の運動の定義と足部
の柔軟性・固定性に関するメカニズムについて紹介する。

　足部・足関節の運動と構造について
北海道文教大学　高田　雄一

臨床に役立つワンポイントアドバイスを紹介 Vol.33

３．足部の柔軟性・固定性に関するメカニズム 1)

　横足根関節 ( ショパール関節 ) は足部の柔軟性と固定性に
関与しており、距骨下関節の回内、回外の肢位に影響を受ける。
　距骨下関節が回内すると、距舟関節と踵立方関節の運動軸
は平行になり、足部の柔軟性を高める。反対に距骨下関節が
回外するとこの２つの運動軸は交差して、関節の動きを制限
するために足部の固定性を高める働きがある。
　足部の柔軟性、固定性が破綻すると形状に異常を呈するこ
とがある。次回は扁平足と足底感覚閾値の関係について説明
する。

【文献】1) 入谷　誠：入谷式足底板 基礎編 , 運動と医学の出版社 ,2011
2) H.Doya, et al. Proposed novel unified nomenclature for range of joint motion : method for mesuring and

recording for the ankles, feet, and toes. J Orthop Sci 2010; 15: 531-39

２．足部・足関節の運動の定義 1)

　足部・足関節の運動は複雑であり、３つの運動面が基準と
なっており、矢状面、水平面、前額面で表現される。特に英
語論文を読むときにはどの関節運動と対応しているのかを確
認する必要がある。その他、日本足の外科学会の用語案２) も
あるので、そちらも参考にしてください。



～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。

寿都町立寿都診療所　渡部　和也
（寿都郡寿都町渡島町 72 −２） 

【寿都町とは】
　寿都町は後志管内にある人口約 3,000 人の町です。か
つては漁業や炭鉱で賑わいましたが、現在は人口減少・
高齢化が進んでいる典型的な過
疎のマチです。
　現在も基幹産業は漁業で、特
産品のイクラ・ウニがふるさと納
税等で人気です。また、風力発
電や特産品の出店など、地域振
興や町の魅力を発信する取り組
みを積極的に展開しています。
　私は当時リハ職が不在だった
寿都町で、昨年 4 月から働いています。30 年余りを過ご
した札幌を離れ、初めて過ごす田舎生活には様々な驚き
や発見があり、とても有意義な時間を過ごしています！

【寿都診療所とは】
　寿都診療所は町唯一の有床医療機関で、救急・入院・
在宅を担い、町の医療を支えています。医師は子供の風
邪から高齢者の慢性疾患、救急や訪問診療など幅広く対
応し、脳卒中や骨折などの重症疾患は小樽や倶知安など
の 2 次医療機関に紹介しています。看護師は上述の業務
に加え、グループホームの訪問や中高生の思春期教室に
も携わります。診療所全体としても外部公開研修の開催、
住民対象の健康講座への参加、福祉施設のイベントの協
力など、地域に貢献できることを積極的に行なっています。

【リハビリの仕事】
　町唯一のリハ職として様々なニーズに応えられるよう
に、医療保険で外来・入院、介護保険で通所・訪問を行い、
幅広い層にリハを提供できるようにしています。他にも

施設や住民からの要望に応じ、評価やアドバイスを行い
ます。
　同時に様々な分野の人と連携する機会があります。運
動教室の指導員と情報交換をしたり、入所施設の職員と
施設でのケアの課題を話し合ったり、役場職員と（時に
は町長と！）町のリハのあり方について話し合ったりも
します。
　このように、多くの人やニーズに関わることができる
のが特徴です。もちろん、すべて自分一人でやろうとし
ては体がいくつあっても足りません…！チームワークを
意識して、周囲のサポートを上手に取り入れることが大
切です。そのサポート体制は、寿都町はとても恵まれて
いると感じています。

【寿都町でリハ職種として働く魅力】
　上で述べたような仕事は、局所的に見れば何でもやれ
る「オールマイティ」な仕事でしょうが、大局的に見れ
ば管理・経営的な視点によって地域に携わる「マネジャー」
の側面があります。「オールマイティ」な現場力と「マネ
ジャー」の両方を担うことができ、規模の小ささゆえに
自分のアプローチで変化を起こせる可能性が大きい環境
は、地域リハを実践する上で非常にやりがいが多く魅力
的です！
　町の歴史を見聞きし、町民の熱意や温かさに触れ、そ
の地域に必要なことを「リハ」の視点で一緒に考える
……田舎には　田舎だからこそできることがあるんで
す！実習や職場見学の受け入れもしておりますので、ぜ
ひ一度、地域リハの醍醐味を肌で感じてみませんか？寿
都町でお待ちしております !!

診療所職員の集合写真（前列左から 2人目が私）

住民健康講座にて



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6月23日（土）～24日（日）

テーマ：「肩関節周囲炎の理学療法評価と治療」

会　場：北海道文教大学

講　師：村木　孝行（東北大学病院）

理学療法士講習会（応用編）

日　時：平成30年7月21日（土）～22日（日）

テーマ：「脊柱・体幹の触診機能解剖」

会　場：北海道リハビリテーション大学校

講　師：竹井　　仁（首都大学東京） 、   他

理学療法士講習会（応用編）

日　時：平成30年6月30日（土）～7月1日（日）
テーマ：「脳性まひ児に対する治療の考え方」
会　場：北海道立子ども総合医療・療育センター　
講　師：木野本　誠（大阪発達総合療育センター）

井上　和広（北海道立子ども総合医療・療育センター）

理学療法士講習会（応用編）





平成 29 年度第 3 回臨時理事会議事録要約（通算開催第 46 回）
1. 開催日時：平成 30 年 1 月 20 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 25 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

5. 決議事項
1）定款細則及び代議員等選任規程の変更について

提出者：事務局長　柿澤　雅史
本会第 5 期代議員選挙が行われるが、1 月 19 日時点の会
員数、支部別会員数から定数を算出したところ、100 名
を超過する可能性が高くなっている。定数の確定は 2 月
1 日時点ではあるが、実際、定数を超過した場合を鑑み、
規程の整合性についても確保をするため、定款細則第 6
条に 100 名以内という文言を追加する。代議員等選任規
程第 4 条 4 項 100 名を上回った場合は最大選出地区より
減ずる。という条文を追加し、以降の条項を繰りあげる旨、
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。

2）平成 30 年度第 1 四半期空知支部事業の計画・予算の承
認について
提出者：支部事業局長　信太　雅洋

空知地区理事　幸嶋　悠介
平成 30 年度第 1 四半期事業において、参加集客の観点
より、平成 29 年度中より当会ホームページ上での案内及
び事前申込を開始したい旨、説明がなされた。審議の結果、
次年度事業は 3 月理事会での最終決議であることを念頭
に置き、開催事業においての先行周知であり、あくまで
特別対応であることを原則とし対応することが申し合わ
され、先行周知対応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）CDEJ 認定更新のための研修会としての登録について
提出者：学術局長　杉原　俊一
これまで「糖尿病に対する理学療法」の技術講習会は、
日本糖尿病療養指導士（以下：CDEJ）の資格を有してい
る道内理学療法士会員の協力を得て実施している。従来
CDEJ の資格更新の第 1 群（自己の医療職研修単位）の
みの対応だったが、CDEJ の資格更新（講師には発表者加
算がつく）の第 2 群（糖尿病療養指導研修単位）にも対
応したい。登録審査料として 5,000 円 / 年の費用が発生
するが、第 2 群に対応することで講師の資格更新にも寄
与ができ、今後も質の保証を保ち、継続して糖尿病講習
会を実施するために登録を行いたい旨、説明がなされた。
　なお、2019 年 2 月開催予定の第 205 回技術講習会に
おいても、CDEJ の資格を有している講師へ依頼する予定

で検討を進めている旨、申し添えられた。CDEJ 認定更新
登録について、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。

4）平成 30 年度協会代議員選挙について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
協会代議員選挙が平成 29 年 12 月 18 日に告示、平成 30
年 1 月 22 日より立候補受付となっている。各都道府県
士会において、欠員が生じた場合は士会理事会推薦によ
り定数を確保することになっている。立候補者無しの場
合を想定し、当会理事会において、代議員定数 18 名（現
行より 2 名増）及び補欠代議員定数 6 名の推薦者を準備
しておきたい。最終的には、立候補締切日後、欠員分に
ついて立候補者を除き、上位順で本人の承諾を得た後、
推薦をする旨、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）派遣・推薦について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
7 事業 14 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。
 ・札幌刑務所高齢・障害受刑者用社会復帰支援プログラ

ム 1 名
日程：平成 29 年 10 月 30 日

 ・札幌市介護予防自立支援事業指導　3 名
任期：平成 29 年 12 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

 ・北海道医療大学大学院　リハビリテーション管理学特
論　1 名

　日程：平成 29 年 12 月 6 日
 ・協会指定管理者中央研修会（職域別）　4 名

日程：平成 30 年 1 月 21 日、28 日
 ・第 8 回災害医療研修アドバンスコース　1 名

任期：平成 30 年 1 月 27 日～ 28 日
 ・日本理学療法士協会　平成 29 年度 都道府県士会理事

育成研修会　2 名
日程：平成 30 年 2 月 24 日（土）～ 25 日（日）

 ・北海道マラソン 2018 組織委員会　2 名
任期：北海道マラソン 2018 組織委員会発足の日から
解散の日まで

6）名義後援申請承認について

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 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
（欠席理事 1 名　学術・教育局付け理事　橋田　浩）



提出者：事務局長　柿澤　雅史
名義後援申請依頼 5 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：第 9 回整形外科外傷理学療法研究会
　日　　程：平成 30 年 2 月 24 日（土）
　会　　場：札幌徳洲会病院講堂
　申請団体：整形外科外傷理学療法研究会
 ・事　　業：第 5 回神経難病緩和医療研究会　講演会
　日　　程：平成 30 年 3 月 10 日（土）
　会　　場：札幌医療リハビリ専門学校
　申請団体：一般財団法人北海道神経難病研究センター

神経難病緩和医療研究会
 ・事　　業：どさんこスタディ主催勉強会「下部尿路障

害における基礎理解と介入」
　日　　程：平成 30 年 3 月 17 日（土）
　会　　場：札幌医療リハビリ専門学校
　申請団体：どさんこスタディ
 ・事　　業：苫小牧放射線技師会  創立 70 周年記念市民

公開講座
　日　　程：平成 30 年 3 月 24 日（土）
　会　　場：苫小牧市文化交流センター
　申請団体：苫小牧放射線技師会
 ・事　　業：第 5 回北海道運動器理学療法フォーラム
　日　　程：平成 30 年 4 月 15 日（日）
　会　　場：札幌医科大学記念ホール
　申請団体：北海道運動器理学療法フォーラム

7）会員異動（平成 29 年 10 月 17 日～平成 30 年 1 月 9 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：  3 名　転　入：  1 名　転　出： 7 名
休　会： 28 名　退　会： 10 名（任意 10・除名 0・物故 0・
未納 0・休会期間経過 0）

6. 審議事項
1）平成 30 年度事業計画案及び予算案について

提出者：事務局長　柿澤　雅史
会長及び各局長より、平成 30 年度事業計画案の説明
がなされた。平成 30 年度予算編成について、経常収益
70,802,000 円、経常費用 91,249,000 円、当期一般正味財
産増減額は -20,447,000 円の単年度赤字となった。
当期一般正味財産増減額が単年度赤字となっているが、
50 周年記念事業予算の計上も含まれており、処理上、予
算書上には計上されないが、これに記念事業費用とし
て積み上げてきた特定資産積立資金 14,000,000 円が計
上されるので、実質は約 6,000,000 円程度の単年度赤
字となる。実質は、現時点で現預金の次期繰越が、約
32,000,000 円を予定しており、法人全体における運営に
影響はないものと考える。最終確定は 3 月の理事会とな
る。修正等は 3 月理事会議案提出締切日までに提出願い
たい旨、説明がなされた。その他、各地区理事より、主
な事業計画案並びに支部活動の状況の報告がなされた。

2）講習会研修会の当日受付・受講対応について
提出者：教育局長　加藤　新司
講習会研修会当日受付において、参加申込みをしたが当
日受付時に申込みがされていない、年会費及び参加費の
入金が未納の状態で当日受講に来る等のトラブル対応に
ついて、全部局一律対応とするのは難しいが、開催部局
により、対応格差が生じることは問題である。ある一定
の見解、同じ方向性をもって対応できるようにしたいた

め、意見を伺いたい旨、説明がなされた。対応に部局格
差が生じないよう、ある一定のルール化が必要という意
見が多く出された。教育局において、原則は統一ルール
にて運営するよう、出された意見等を参考に引き続き対
応内容について、検討を行うこととする。

7. 報告事項
1）特別委員会設置について

提出者：会長　太田　誠
1 月 17 日付にて、新聞等メディア各社で報道された殺害
事件（事件記事以下参照）においての逮捕者が当会会員

（現在、休会中）であった。現在、容疑については固まっ
ていないが、本件については、日本理学療法士協会の指
示のもと常任理事会で対応する。また、今後、会員数が
増加していく中において、会員へ向けての倫理的指導及
び綱紀粛正を徹底する必要性も鑑み、次年度より倫理委
員会を常設委員会として設置することの検討を行うため、
1 月 20 日付にて、特別倫理委員会を設置する。委員並び
に委員長については、定款細則第 12 条 5 項に則り対応
する旨、報告がなされた。

2）業務執行理事職務執行状況報告（平成29年度第3四半期）
提出者：業務執行理事
業務執行理事より平成 29 年度第 3 四半期についての業
務執行状況について報告がなされた。

3）平成30年度第5期代議員選挙日程について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
本年 6 月の定時総会終結において、第 4 期代議員の任期
が満了となるため、第 5 期代議員の選出を行う。
次期代議員選挙は、2 月 7 日（水）公示、立候補受付期
間は 2 月 13 日（火）～ 22 日（木）（必着、但し、電子
立候補届をしている場合は消印有効）となっている旨、
報告がなされた。

4）平成30年度 各局部長・部員の選出について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
現任の各局部長、部員が平成 30 年 3 月末日をもって任
期満了となる。3 月の第 3 回定時理事会において承認を
行うため、2 月 28 日までに次期部長、部員の提出につい
て、各局長へ提出の依頼がなされた。

5）生涯学習（履修管理）における留意点
提出者：教育局長　加藤　新司
今年度、事務局を通して確認事項のあった生涯学習（履
修管理）における留意点について、今一度、説明がなさ
れた。

【留意点】
①遅刻早退

遅刻におけるテーマやポイントの認定は、60 分講演で
は、4 分の 1 以内、90 分講演では、3 分の 1 以内まで
認める。この際、主催者側が判断し（現在入退室は全
ての事業で行なわれていないため、事務局では時間管
理が困難となる）、参加者名簿を事務局へ送る流れに
統一していただきたい。

②任意団体ポイント認定
任意団体主催のポイント認定は、士会の後援、共催な
どがあれば、講師が認定、専門でなくとも、時間 180
分以上を満たしていれば、ポイント認定は可能となる。
ただし主催者側が責任を持って事務局へ参加理学療法
士分の参加者名簿を送ることが必要となる。

③テーマポイント認定
新人教育プログラム（以下、新プロ）のテーマ認定：



時間が 60 分以上、講師は新プロ修了者が最低条件と
なる。ただし講師に新プロ修了者がいない場合、スタッ
フ（講師補助、士会、座長など）が新プロ終了以上で
可能となる。ポイントの認定：時間が 180 分以上（注
意：講師ポイントは 90 分以上で可）、講師は認定、専
門の取得が必要である。ただし講師に認定、専門を取
得している者がいない場合、スタッフ（講師補助、士会、
座長など）が認定、専門を取得していれば可能となる。

④新プロ資料
現段階における新プロテーマ C 以外のテーマに関して
は、基本的に協会の指定スライドによる講義をお願い
したい。協会スライドに自分で資料を追加して実施す
ることは制限がない。協会スライドは PDF 配信が基本
で、パワーポイントによる配信は行なっていない。

⑤ HP 掲載までの流れ
会員の講習会受付は事業開始の 3 ヶ月前から開始とな
る。学術申請→テーマポイン決定→ HP 掲載が 3 ヶ月
前に終了していることが望ましい。特にテーマが決定
してから、HP 掲載までの間で時間超過していること
が多く、会員の受付期間の短縮、閲覧日数の短縮によ
り受講申し込み人数へ悪影響となっている。

⑥理学療法士講習会の申請の流れ
理学療法士講習会申請にあたり、協会の規定である都
道府県士会の理事会で可決されることが条件となっ
ている。可決されたものが 11 月末、協会申請し、12
月中に認定されることになる

6）石狩支部アンケート結果について
提出者：石狩地区理事　石田　和宏
石狩支部で支部会員に対しておこなったアンケート事業
について添付資料と共に説明がなされ、アンケート結果
を踏まえ、再来年より、支部活動に反映していけるよう
対応を検討する旨、報告がなされた。
調査期間：9 月 15 日～ 30 日
アンケート配布施設・会員数：81 施設（自宅会員含む）・
294 名
回答者数：199 名　
回収率：67.6％（199/294）石狩支部会員数に対する回
答者の割合 55.6％（199/358）

7）平成 30 年度 会議日程について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
平成 30 年度会議日程について、添付資料が配布され、
開催日程について、報告がなされた。

8）事務局職員の異動について
提出者：事務局長　柿澤　雅史
事務局職員 2 名の異動及び採用について、報告がなされ
た。
正職員転換　1 名
就業開始　派遣社員　1 名

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 4 件について報告がなされ
た。
 ・事　　業：日本ボバース研究会北海道ブロック平成 29

年度成人部門空知地区勉強会
　日　　程：平成 29 年 12 月 16 日（土）
　会　　場：砂川市立病院
　申請団体：日本ボバース研究会　北海道ブロック 
 ・事　　業：第 38 回札幌国際スキーマラソン大会
　日　　程：平成 30 年 2 月 4 日（日）

　会　　場：札幌ドーム
　申請団体：一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団
 ・事　　業：日本ボバース研究会北海道ブロック

平成 29 年度第 3 回成人部門勉強会
日　　程：平成 30 年 2 月 18 日（日）
会　　場：札幌宮の沢脳神経外科病院

　申請団体：日本ボバース研究会　北海道ブロック 
 ・事　　業：第 33 回北海道肩研究会
　日　　程：平成 30 年 3 月 10 日 ( 土 )
　会　　場：札幌市教育文化会館
　申請団体：北海道肩研究会

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 4 件の事業報告がなされた。
1. 第 42 回札幌マラソン（開催日：平成 29 年 10 月 1 日（日））
　（一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団）
2. 第 49 回がん予防道民大会　（開催日：平成 29 年 10 月

27 日（金））、（第 49 回がん予防道民大会実行委員会）
3. 医療ガス安全講習会（開催日：平成 29 年 11 月 24 日（金））
　（一般社団法人 日本産業・医療ガス協会　北海道地域

本部）
4. 「地域包括ケア～医療と介護の連携～医療・介護・福祉

ケア仲間大交流会」
　（開催日：平成 29 年 9 月 16 日（土））（Care Innovation

「縁」）

11) 各種会議等報告
7 月 30 日（日）～ 10 月 8 日（日）

北海道パラアスリート発掘プロジェクト体験会
　（佐藤スポーツ支援部副部長）

12 月   9 日（土）衆議院議員佐藤英道と語る会（太田会長）
12 月 11 日（月）日本の医療を守る道民協議会・日本の

 医療を守る道民協議会第 14 回総会
　（太田会長、盛副会長）

12) 各種会議等出席予定
1 月 31 日（水）北海道マラソン 2017 第 2 回実行委員会、

北海道マラソン 2018 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）

2 月  2 日（金）北海道医師会 平成 29 年度第 2 回北海道
医療・福祉関係職能団体等意見交換会

（太田会長、柿澤事務局長）
2 月  7 日（水）北海道議会議員吉田ゆうき連合後援会・

新春の集い（盛副会長）
2 月 13 日 （火）参議院議員徳永エリ 2018 新春の集い

（柿澤事務局長）
2 月 21日（水）第 35 回ちば英守と歩むトーク21 新春の

集い（太田会長、柿澤事務局長）

13) 会員異動（平成 29 年 10 月 17 日～平成 30 年 1 月 9 日
届出受理分）
道内異動：90 名 復会： 0 名 転出： 7 名 転入： 1 名
総会員数 5,708 名（在会：5,154 名、不明：43 名、休会：
457 名、権利停止：54 名）
公文書発行枚数：63 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】
○昨年度（ H29年度）の年会費が未納の方は、会員権利が止まっておりますので、 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。
○今年度（H30年度）より会費納入期限が変更となりました。
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：6 件
★会員異動　　道内異動：90 名　転　出：7 名　転　入：1 名　休　会：28 名　任意退会：10 名　新入会：3 名
★賛助会員数　正 会 員 ： 9 社　副会員： 7 社　協賛企業： 5 社

（１月 20日（土）平成 29年度第 3回臨時理事会承認）
総会員数5,708名

事務局報告

★施設名称等変更
＜所属部署名等変更＞

＜施設名変更＞

＜ TEL・FAX 番号変更＞

【新】
・介護老人保健施設クリアコート千歳

療養部リハビリテーション科
〒 066-0067
千歳市桂木 1 丁目 5 番 7 号

・はまなす訪問看護ステーション
リハビリテーション部

・深川市立病院
リハビリテーション係

・札幌南徳洲会病院

・札幌徳洲会病院
TEL：011-890-1110
FAX：011-896-2202

【旧】
・介護老人保健施設クリアコート千歳

〒 066-0032
千歳市北陽 4-4-12

・はまなす訪問看護ステーション

・深川市立病院
リハビリテーション課

・札幌南青洲病院

・札幌徳洲会病院
TEL：011-851-1110
FAX：011-855-1172



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.211　2018年４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
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

kouhou@pt-hokkaido.jp

office@pt-hokkaido.jp

No.212（ 6 月発刊）平成 30 年 5 月 1 日（火）締切
No.213（ 8 月発刊）平成 30 年 7 月 1 日（日）締切
No.214（10月発刊）平成 30 年 9 月 1 日（土）締切

※原稿締切日が奇数月の1日に変更になりました



　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

NorthernerNo.211　2018年４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
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

kouhou@pt-hokkaido.jp

office@pt-hokkaido.jp

No.212（ 6 月発刊）平成 30 年 5 月 1 日（火）締切
No.213（ 8 月発刊）平成 30 年 7 月 1 日（日）締切
No.214（10月発刊）平成 30 年 9 月 1 日（土）締切

※原稿締切日が奇数月の1日に変更になりました
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



〒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




