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第 69 回北海道理学療法士学術大会は、北海道理学療
法士会創立 50 周年記念事業の一つとして、平成 30 年
7 月 28 日から 29 日に札幌コンベンションセンターに
おいて開催されました。開催期間中は、天候にも恵ま
れ猛暑となりましたが 1000 名を超す方々の参加があ
り、市民公開講座にも多くの方にご来場をいただきま
した。 

本大会は、記念大会として 50 周年記念のロゴを作成
し、新しい試みとして
大会情報発信のための
LINE の開設、抄録集の
電子化、次世代を担う
新人理学療法士を対象
としてフレッシュマン
セッション、７つの自
主企画セミナーを実施
致しました。

人口構造の変化に伴
い、個人の生き方や価

値観、社会の仕組み等、私たち理学療法士を取り巻く
環境は急速に変化しておりますが、遡ること 150 年前
にも急速に時代が変化した明治維新という変革期と似
ていると感じます。明治維新は長年続いた江戸幕府の
体制が崩壊した政治社会の大変革ですが、西洋文明の
吸収に努め、「明治」という新しい時代が幕を開けるこ
とになりました。来年 5 月には「平成」という時代の
幕が閉じ、本会もこのように時代が変化する年に創立
50 年という大きな節目を迎え、本大会のテーマを「理
学療法のワークシフト」としました。

基調講演では公益社団法人日本理学療法士協会の斉
藤秀之副会長から理学療法士のワークシフトとして、

理学療法士（協会）の戦略とチャレンジについて、特
別講演では、公立はこだて未来大の藤野雄一氏から ICT
やライフログ等の高度先進医療や介護の現状とその技
術開発状況についてご講義いただき、いずれも医療や
介護の近未来における理学療法士のワークシフトに繋
がる興味深いご講演となりました。

「ワークシフト」の著者リンダ・グラットンは、その
著書の中で明るい未来を「主体的に築く未来」と表現
しておりますが、今回のシンポジウムでは主体的に築
く未来を体現している３名のシンポジストを迎え、始
めに慶應義塾大学の金子文成氏より、自身のトランス
レーショナルリサーチの例から、近未来に療法士が置
かれる状況や医療・介護のパラダイムシフトに対応し
た職業人像について、斉藤秀之氏には、システムを通
じた人材育成に至る経緯や組織拡大に伴うマネジメン
トの変遷、自身の視点の変化について、最後にトレリ
ハ倶楽部の綿谷美佐子氏からは、地域包括支援センター
との関わりを通じた地域包括ケアステムの一員として
の関わりから、多様な働き方へのシフトについて発言
していただきました。

秋から初夏に学会日程が移り、会員皆様の学会準備
が間に合うか不安がありましたが、114 題の演題登録
をしていただき、3 つの優秀演題賞を表彰することが出
来ました。リンダ・グラットンの言葉ではありませんが、
本記念学会を通じ、次の 50 年に向け理学療法士が積極
的に社会と関わり、ともに主体的に築くことで理学療
法士の明るい未来に繋がると確信することが出来まし
た。

最後に、皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。
来年の第 70 回十勝大会（帯広市）でお会いしますこと
を楽しみにしております。

活動報告

北海道理学療法士会創立50周年記念学会を終えて
第 69 回北海道理学療法士学術大会　大会長　杉原　俊一

大会運営スタッフ開会式の様子

会場入口ポスター



受賞報告

学術奨励賞を受賞して

この度は、大変栄誉ある賞をいただき、北海道理学

療法士会・太田会長をはじめ、関係者の皆様に深く感

謝申し上げます。

自分なりにではありますが、努力をしてきたことが

形となり、幸運にも評価をしていただけたということ

は嬉しい限りです。

今回、在宅で生活されている脳卒中の方の「地域に

おける歩行」をテーマに論文を執筆し、若干の知見を

示すことができた一方で、今後の課題や関連する新た

な取り組みも確認することができました。臨床におい

ても学術的な活動においても未熟者ではございますが、

今回の受賞を糧に日々精進していく所存です。

研究の実施、論文の執筆に多大なる御支援をいただ

きました、上司の稲田部長、後輩の松田君、伊藤君、

大内君をはじめとする旭川リハビリテーション病院の

理学療法士の皆様、対象者の皆様、そして私の家族に

心から感謝いたします。

この度は本当にありがとうございました。

旭川リハビリテーション病院　内藤　考洋

社会分野奨励賞を受賞して

この度は、社会分野奨励賞という大変名誉ある賞を

いただき、誠にありがとうございます。推薦いただき

ました道北支部役員の皆様、また選考いただきました

北海道理学療法士会の皆様にも感謝申し上げます。

就職して間もない頃、病院の外には理学療法士をは

じめとするリハ専門職がいないことや訪問に出た際に

は、自分の生活を捉える視点の狭さや応用性のなさに

気づいてからは、在宅や地域におけるリハ専門職の関

りの重要性を感じ拡充に力を入れてきました。時は流

れ介護保険が浸透し、地域包括ケアシステムが求めら

れる現段階であっても、いまだ在宅や地域におけるリ

ハ専門職の配置は十分とは言えない状況があります。

これからの時代は、病院も含め地域としてとらえ、

急性期 - 回復期 - 在宅と一体的な対応が求められます。

そのため訪問や在宅、地域と名の付く分野は、益々社

会に求められる分野になっていくと思われます。特に

現場においては介護保険分野におけるリハ専門職領域

の拡充、介護予防の展開等々、まだまだ道半ばの状況

であり開拓が急がれるところだと思います。

今後も後進の礎になれるよう努力し、北海道の地域

支援に貢献していきたいと思っています。この度は、

このような賞をいただき誠にありがとうございました。

森山メモリアル病院　地域ケア支援センター　小林 　浩

社会分野奨励賞を受賞した小林会員

学術奨励賞を受賞した内藤会員



施設管理者ネットワークへの登録をお願いします！

　我が国の理学療法士数はこの 40 年間で実に 90 倍と急激に増加しています。社会科学的な常識として、「量
的拡大は質的転換をもたらす」というものがあります。
　これだけ増えた経験の浅い理学療法士の熟達化をいかに支えていくのかが、我々の課題となっています。
中間管理職を担う人が若年化する、あるいは過剰にプレイングマネジャー化する、ないしは負担が増大する
こと等が予想されます。おそらく、免許取得後数年で複数の部下を抱えることも比較的常態化しやすい環境
になると考えられます。
　日本理学療法士協会では、管理者支援と若年化し数年目で複数人の部下を抱える中間管理者を支援し、大
量の経験の浅い理学療法士を少しでも熟達化すること、更には人員の拡大、雇用の拡大などを進めるために、
施設の管理的立場にある方に「施設管理者ネットワーク」に登録して頂き、双方向の連絡・連携体制の構築
を勧めています。
　つきましては、是非ご理解をいただき下記要綱に沿ってご登録くださいますよう宜しくお願い致します。

【要綱】
・北海道理学療法士会の会員がいる施設で、管理者または管理的立場にある会員（管理者でなくても管理

的立場や一人職場なども含む）が対象となります。
・最も閲覧頻度の多いメールアドレスをご登録ください（yahoo メールや Gmail も可）。
・登録のうえ協会指定管理者研修会（初級）に参加すると協会指定管理者（初級）を取得できます。
・初級取得後、e ‐ ラーニングを受講することで協会指定管理者（上級）も取得できます。
・1 施設 2 名以上の登録もできますが、優先順位をつけてご登録願います。

【登録方法】
＊新規登録者は下のＱＲコードまたはアドレスからご登録できます。
＊登録内容の変更や修正はメッセージ欄に変更箇所がわかるように記載してください。
＊登録しているかどうかわからない場合はその旨をメッセージ欄に記載してください。
＊既に登録されている方は再登録の必要はありません。

ＰＣ・スマホ共用 URL：https://ws.formzu.net/fgen/S16321121/

以上、ご協力よろしくお願い致します。

公益社団法人北海道理学療法士会　会長　太田 　誠



ステムの構築」に向けて、重要な時間となります。
この事業に参加して今年で 3 回目となりました。函

館市民の皆様と直接触れ合い、貢献することができる
大切な事業です。今後も地域貢献のために、函館市民
の健康増進の一助になれるように、道南支部会員が一
丸となって頑張ります。

理学療法週間活動報告

「ふれあい広場2018だて」に参加して　

日胆支部では平成 30 年 7 月 8 日に、だて歴史の杜カ
ルチャーセンターで開催された「ふれあい広場 2018 だ
て」へ参加いたしました。伊達市社会福祉協議会が中
心となり、30 ものボランティア団体や福祉団体が運営
するイベントで、毎年開催されています。地域在住の
子供から高齢者、障がいのある方までたくさんの方で
賑わっています。

今年も簡単な体力測定会を実施し、60 ～ 70 名もの
方々にご来場いただきました。意欲的に楽しんで取り
組まれている姿が印象的で、ご自身の年齢と体力年齢
を比較し、和気あいあいとした雰囲気の中でイベント
を終えることができました。体力測定会は今年で 2 回
目でしたが、昨年の結果を受けて、「一年間鍛えてきた
から今年もチャレンジ！」といったリピーターの方々
もおり、親しみを持っていただけることを大変嬉しく
思います。体験した方々も、初めてご自身の身体能力
を知り、一喜一憂されると同時に運動することの重要
性を再認識していました。

参加者全体の体力測定から、想定外なことに中高年
の運動能力が平均より低い結果が認められました。私
たちは医療 ･ 介護領域での活動が主となっていますが、
幅広い年齢層の健康増進のためにも、こういった開か
れた場での活動を通して地域住民の方々の健康増進に
寄与していくことが重要であると感じました。今後も
地域に貢献できるよう活動していきたいと思います。

日胆支部　社会部　工藤　悠平

当日の会場スタッフ

道南支部では、平成 30 年 7 月 29 日（日）、函館市
内および周辺の NPO・市民活動団体が一斉に集結する
“NPO まつり ” に理学療法週間事業として参加いたしま
した。

今回は、道南支部の会員 3 名で理学療法士の仕事や
役割について PR 活動を行いました。テーマは「介護予
防」であり、握力や TUG-t など複数の運動機能を評価し、
結果をペーパーにしてフィードバックしました。また、
希望者には運動指導および健康相談を実施しました。
ブースへの来場者は 29 名で、20 代から 80 代までの様々
な世代の方々に参加いただきました。真剣に説明を聞
き、相談や質問をする来場者の姿がとても印象的でし
た。また、このイベントでは他の団体と交流すること
ができます。“ 変形性股関節の患者会 ” や “ 腎臓移植者
ネットワーク ” などの医療に関わる団体だけではなく、
“ ケアマネージャーネットワーク函館 ” などの介護に関
わる団体や “ 総合型地域スポーツクラブ ” などの地域の
団体も参加していました。実際に交流することはその
団体の持つ力や熱意を感じることができるまたとない
貴重な機会になります。このことは「地域包括ケアシ

道南支部　社会部　河本　貴行

「NPOまつり」に参加して

評価の様子



事業報告

キッズワークショップ2018

この度、北海道理学療法士会企画推進部では市民向

け セ ミ ナ ー 活 動 と し て、 平 成 30 年 8 月 5 日 ( 日 ) に

ASTY45 ビル・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 2018」に参加しました。

本イベントは小学生を対象として「今までにない体験・

経験の場を提供すること」を目的に、17 のワークショッ

プが展開され、そ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 つまで選んで参加する「親子一

緒の体験型イベント」です。5 回目の開催となった今年

は「北海道 150 年事業」として行われ、本会としては

今年で 3 年連続の参加となりました。

本会では、理学療法士が “ 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。内容は、理学療法士の仕事紹介、身体の柔軟性

やバランスチェック、さら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、その後簡単な運動

トレーニングを実施し、再度柔軟性やバランスのチェッ

クとフットプリントを採取して、トレーニング前後での

足型変化を体験していただきました。1 コマ 45 分のワー

クショップを計 4 回実施し、本会のワークショップには

計 27 名の小学生と保護者の方にご参加いただきました。

 参加者のアンケートからは「運動後は全部ハナ丸に

なった」「体育は苦手だから少し弱点が直ってくれて良

かった」「去年もやって今年もやって、よく分かって楽

しかった」などなど、その他にも嬉しい言葉を多数いた

だきました。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。

今年は当日の運営スタッフに一般会員の皆様にもご協

力いただきたいと考え、本会 HP から応募を行い、3 名

の会員にご協力いただきました。ご協力いただきました

会員にはこの場をお借りして改めて御礼申し上げます。

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　齊藤　貴将

バランスチェックの様子

フットプリントの説明

講師の仲澤氏と運営スタッフ



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 30 年 8 月 18 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、その活動は長年継続されてきました。

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
に医療に関わっているかをお互いに理解し合い、医療の
チームとして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。

今年度のパネル展は、会場レイアウトを工夫した結果、
例年に増して多くの来場者がありました。

私たち理学療法士会のパネルに足を止める来場者も多
く、腰痛・膝痛、姿勢、ウォーキングのフォームについ
てなどの相談がありました。また、運動習慣や介護予防
に興味のある高齢者の方が年々増えている印象があり、
質問も多くありました。その中で 84 歳のトライアスロ
ン選手と出会い、大変貴重なお話を聞かせていただきま
した。

私個人としては、このパネル展に関わり 5 年目を迎え
ました。他職種の方と知り合いになる機会を得ることで、
大変有意義な時間を過ごすことができました。

道民の皆様の健康づくりや、病気・ケガから回復に向
けて努力されている方々のために、医療・介護の現場で
は、様々な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パネル展でした。

最後に社会局では、このような各事業を通して理学療
法士の啓発活動を行っております。会員の皆様方にも広
く活動をご理解いただき、各事業へのご協力ならびに参
加をお願いしたいと願っております。

【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

当会ブースの様子 パネル展ポスター

長井社会局長と筆者



活動報告

北海道マラソン2018 救護班活動報告

2018 年 8 月 26 日、北海道マラソンが「東京 2020 オ

リンピック」の日本代表選考を行う MGC シリーズとし

て開催されました。今回から「視覚障がい者の部」も

フルマラソンに新設され、さらに「はまなす車いすマ

ラソン」「ファンラン」も併せて開催され、2 万人を超

えるランナーが夏のマラソンに参加されました。

そんな大きな大会の救護班として今回は 45 名の理学

療法士が参加しました。私自身も今回が 13 回目にな

り多くの選手と接してきました。その中で、今回、全

国各地の大会に出場されている選手の「北海道マラソ

ンの救護が一番良い環境で助かります」の言葉がとて

も印象的でした。これは運営委員の事前準備と参加し

ている医療関係者の努力の成果だと感じています。ま

だまだ改善すべき点はあると思います。今後も理学療

法士として北海道マラソンに参加する全部門の選手に

とってより良い環境を提供するため、皆さんにご協力

をお願いしたいと思います。

白石整形外科　浜本　龍樹

救護テント内の様子

第 70 回北海道理学療法士学術大会のお知らせ

第 70 回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。
ご参集のほど、宜しくお願い申し上げます。

テ ー　マ：AI・IoT・ビッグデータ・ロボティクス時代における理学療法士の存在意義

開　催　日：2019 年 6 月 22 日（土）・23 日（日）

会　　　場：帯広市民文化ホール（帯広市西 5 条南 11 丁目 48 番地 2）

大　会　長：小岩　幹（北斗病院）

準備委員長：林　達也（十勝リハビリテーションセンター）

座長・査読委員募集：2018 年 11 月上旬～ 2018 年 12 月上旬（予定）

演 題 募 集：2018 年 12 月中旬～ 2019 年 1 月中旬（予定）

※開催時期の変更に伴い、各募集時期が早まっておりますので早めのご準備をお願いいたします。

※10月より北海道理学療法士会ホームページに本大会の情報を掲載する予定です。

詳細な時期につきましては大会ホームページをご確認くださいますようお願い申し上げます。



１．はじめに
　福祉用具は、障がいのある人や高齢の人が自立した生活を
営むための機能や能力を補助したり、介護や介助する人の介
助量を減らすために用いる用具の総称で、福祉機器とも言わ
れます。法律では「日常生活上の便宜を図るための用具及び
これらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義さ
れ、補装具も福祉用具に含まれています。
　補装具は制度上、治療用装具と更生用装具に分けられます。
治療用装具とは、病院での立位・歩行練習等のリハビリテー
ション治療で使用する用具で労働者災害補償保険法や医療保
険法等で支給されます。一方、更生用装具とは、退院後に日
常生活で使用する用具であり、障害者総合支援法や介護保険
法等でその費用が支給されます。補装具の定義は「障害者等
の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継
続して使用されるもの、その他の厚生労働省令で定める基準
に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労
働大臣が定めるもの（障害者総合支援法平成 17 年 11 月 7 日
法律第 123 号第 5 条第 23 項）」で、次の各号のいずれにも該
当するものとされています。
①障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身

体への適合を図るように製作されたものであること。
②障害者等の身体に装着することにより、その日常生活にお

いて又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長
期間に渡り継続して使用されるものであること。

③医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき
使用されることが必要とされるものであること。

２．福祉用具に関する公的制度
　公的制度としては、障害者総合支援法による補装具費支給
や日常生活用具給付のほか、介護保険法による福祉用具貸与

（レンタル）や購入費給付、労働者災害補償制度、社会保険制
度（医療保険）等がありますが、これらの利用では原則、優
先順位があるため注意が必要です（表参照）。
　また、各制度により支給される用具の種類や個数も異なり、
車椅子等は全ての制度で支給されますが、義肢・装具は介護
保険法では支給されないなど、制度毎に確認が必要です。さ
らに、介護保険法では「歩行器、杖、車椅子、電動車椅子」

補装具支給制度に係る豆知識
公益社団法人　北海道理学療法士会　盛　 雅彦 

臨床に役立つワンポイントアドバイスを紹介 Vol.36

【引用文献】
1）札幌市地域リハビリテーション推進協議会 / 札幌市身体

障害者更生相談所編：札幌市地域リハビリテーションハ
ンドブック 2015；2015 年 3 月，45-70.188.

2）一般社団法人日本義肢協会編：平成 30 年度改訂版補装
具費の支給基準；2018 年 5 月

は支給ではなく「貸与」となります。平成 30 年度から障害
者総合支援法においても歩行器や重度障害者用意思伝達装置

（本体）等の補装具で「貸与」が始まりましたが、運用上の
課題から普及するには時間がかかりそうです。

３．おわりに
　在宅リハビリテーションに関わる理学療法士は増えている
ものの、ケアマネジャーや訪問介護員等の方が関わる頻度が
多いのが現状です。現場に関わる者が、使用に耐えない補装
具をいち早く発見することが望まれますが、理学療法士には、
補装具のチェックアウトだけではなく適正に支給制度を活用
することも求められています。なお、北海道理学療法士会職
能局では、一般向けに「下肢装具のしおり」をホームページ
上で公開していますので、参考してください。（http://www.
pt-hokkaido.jp/info/details/post-51.html）

（表）補装具費支給等の公的制度利用時の優先順位

優先
順位 法律・制度 保険者・窓口

１ 自動車損害賠償保障法 自賠責保険会社

２ 労働者災害補償保険法
国家・地方公務員災害補償法

労働局
人事院・地方自治体

３

健康保険法
国民健康保険法
船員保険法
各種共済組合法
生活保護法の医療扶助※ 2
介護保険法

全国健康保険協会
市町村
全国健康保険協会※ 1
各自治体の共済組合
市町村
市町村

４ 障害者総合支援法
戦傷病者特別援護法※ 3

市町村
都道府県

５ 生活保護法 市町村
※ 1 平成 22 年に船員保険の労災部門が労災保険に統合されました
※ 2 治療用装具に限ります
※ 3 戦傷病者特別援護法は介護保険法よりも優先されます





シリーズ 「田中まさしが行く！」（第１回）

　「理学療法の概念を現状に合ったものへ」

公益社団法人　日本理学療法士協会　田中　まさし
　こんにちは、日本理学療法士協会（前北海道千歳リハビリテーション学院）の田中まさしです。

　理学療法士は、50 年以上も前に制定された身分法である「理学療法士及び作業療法士法」に則って業務を行っ

ていますが、現在の社会保障体制を踏まえると、従事する領域や専門性を主体的に発揮することを制約してい

る状況にあるのではないでしょうか。

　「医療の普及及び向上に寄与する」（第 1 条）は介護および保健の領域を含んでいませんし、「身体に障害の

ある者に対し」（第 2 条）は保健領域の一部しか含まず、さらにどこまでを身体に障害のある者とするのかが

曖昧となっています。

　現在の理学療法士には医療・介護・保健分野の各領域での専門性を発揮して、各分野間の理学療法士が連携

することが求められており、さらにタスクシフトを踏まえた多職種連携における主導的役割が求められていま

す。そうしたことからも、身分法を現在の状況に合致したものへと改正して、各分野での理学療法が主体的に

提供しうるものへと変えていく政治的活動が必要です。



職能局職域事業部からの報告
職域別の理学療法士数と新卒者の動向について

　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することで会員の現状把握と理学療法
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。職域別理学療法士数の比較結果と今回新たに新卒
者の動向について調査しましたので報告を致します。会員の皆様が今後の職能関連対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 29 年 7 月と平成 30 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基に情報収集
【内容】北海道理学療法士会会員の概要：会員数の増減及び職域・地域偏倚について

【報告】
○北海道理学療法士会在会会員の現状

総会員数　5355 名（6056 名から休会会員と不明会員を除いた）
（男：女 =3544 名：1811 名）、昨年からの増減率は 3.09％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
職場登録している 5006 名中のうち 4155 名が医療分野に属し、全体の 83％

を占めた。分野別の比率は大きな変化がなく昨年と同様の傾向を示した（表２）。
医療分野以外の理学療法士の人数の比較では、昨年より介護、その他の分野で
増加を認めた（図１）。

表 1　北海道理学療法士会
会員支部別人数

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　荒 　 睦美

区分名
　H30 年度 H29 年度

人数（前年比）（名） 比率（％） 人数（名） 比率（％）

①医　　療 4,155(＋144） 83 4,011 82.86

②介　　護 539(＋26） 10.77 513 10.71

③福　　祉 96(±0） 1.92 96 2.01

④教　　育 136(−6） 2.72 142 3.93

⑤行　　政 17(−2） 0.34 19 0.44

⑥そ の 他 63(＋13） 1.26 50 0.95

表 2　職域別人数と割合

支　部
人　数（名）

H30 年度 H29 年度
札幌 2,405 2,335
道北 552 548
道南 472 453
日胆 421 392
石狩 373 365
十勝 320 293
後志 225 226
空知 220 217
釧根 185 187
道東 182 178

5,355 5,194

図１　医療分野以外の理学療法士実人数の比較

医療分野以外の理学療法士実人数の比較



○平成 30 年度の新卒者の動向
今年度 427 名の新卒者の会員登録があった。職場登録している 410 名の就職先の内訳は、医療 388 名、介

護 18 名、福祉 2 名、その他 2 名の順となり、医療分野が全体の 94％を占めた（表３）。

　会員全体と新卒者の職域別比較は図２のようになった。

　所属は札幌支部が 188 名と最も多いが、その他の支部にも分散していた（図３）。

【結語】

　今年度会員数は、5335 名へ増加したが、昨年と同様に各分野の比率に変化はなかった。人数でみると医療

分野以外では介護分野やその他の分野にて増加を認めた。

　新卒者の動向は、医療分野に偏っているが介護やその他の分野への入職者がいること、就職場所では札幌

以外の地域にも分散されている傾向がみられた。養成校が増え、年間 400 名以上の就職先が必要であると同

時に、超高齢化社会に向かい地域包括ケアシステムの構築が進んでいる中、どの地域でどのような分野の理

学療法士が増えていくのか経過を見ていく必要がある。

　職域事業部では、前年度と同様に職域偏倚是正事業として養成校の学生に対して生活期における理学療法

を知ってもらえるよう学生対象のワークショップを実施予定である。今後も職域・地域偏倚是正の啓発活動

を企画・開催することで、理学療法士の職域拡大に繋がることを期待している。

　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。今後の事業の

参考にさせて頂きます。

区分名 人数（名） 比率（％）
①医　　療 388 94.63
②介　　護 18 4.39
③福　　祉 2 0.49
④教　　育 0 0.00
⑤行　　政 0 0.00
⑥そ の 他 2 0.49

合　　計 410

表 3　新卒者職域別人数と比率

※③～⑥の割合は表 2 と表 3 参照

図２　会員全体と新卒者の職域別比較

図３　支部別新卒者人数の比較

支部別新卒者人数の比較

会員全体と新卒者の職域別比較



〜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。

小　林　病　院

　北見市は人口約 12 万人の中核都市であり、当院は北見
駅から徒歩 5 分のところにあります。大正 15 年に開設し、
病床数 300 床の個人病院です。入院病棟は外科、整形、
内科、脳外科、泌尿器科、循環器科、療養とあり、外来
診療科は外科、整形、内科、脳外科、泌尿器科、循環器科、
心療内科があります。1 日あたりの外来数は約 500 名で
あり、その半分が整形外来の患者様です。

リハビリテーション科の対象患者様は 7 割が運動器疾
患であり、スタッフは医師 1 名、理学療法士 3 名、柔道
整復師 7 名、トレーナー 5 名、鍼灸師 1 名、助手 3 名の
20 名から構成されます。20 代前半が 12 名を占め、若手
スタッフが多いです。入院の対象患者様は運動器疾患が
中心ですが、がん・脳血管疾患・循環器疾患・内科疾患・
外科疾患の理学療法も実施しており、幅広い患者様を対
応させて頂いています。

リハビリ患者数の 7 割を占める運動器疾患の方では外
傷から慢性変性疾患に至るまで幅広くリハビリを実施し
ています。対象疾患は、骨折、腱断裂などの外傷のみな
らず、脊椎・脊髄疾患、変形性関節症、スポーツ外傷・
障害患者も多くいます。リハビリ室の一日の流れは午前
～夕方までに入院患者様と中高年の外来患者様、夕方は
スポーツ外来患者様が多く占めます。
　整形外科スタッフ・リハビリテーション科スタッフに
よるスポーツ整形外科センターもあり、オホーツク地区
のアスリートのサポートをさせて頂いております。大会
規模でのサポートから各高校の部活、個人単位でのサポー
トも実施しています。実際には高野連北見支部の大会サ
ポート、野球・バレー・バスケ・ソフトテニスのオホー
ツク管内における高校の定期的なコンディショニング
チェック・トレーニング指導も実施しております。サポー
ト高校が北北海道大会・東北海道大会・全道大会に出場
した際には開催地区まで帯同・サポートさせて頂くこと
もあります。

スポーツ整形外科センターにはベンチプレス、デット
リフト、スクワット、懸垂など様々なフリーウエイトトレー
ニング可能なカイザー社のパワーラック、様々な動作練
習が可能なカイザー社のファンクショナルトレーナー、
その他アスリートリハビリに必要なトレッドミル、投球
スペース、ダンベルを有しています。これらの器具は患

者様のみならず、リハビリテーション科スタッフも使用
しています。当科には日常的にトレーニングを実施して
いるスタッフが多く、ハードトレーニーは週 5 回 1 時間
のトレーニングを実施しています。自分達の身体を鍛え
ることにより、そこで得た知識・技術をアスリートのみ
ならず、中高年の患者様にも還元できればと考え、日々
トレーニングをしております。

オホーツク管内で担う当院の役割は個人病院だからこ
そできるフレキシブルな対応であると考えています。院
外活動も含め管内の地域貢献に勤しみ、またそれと同時
に若手スタッフがノビノビと活躍できる病院・リハビリ
テーション科を目指しています。

左上．カイザー　パワーラック

左下．カイザー ファンクショナルトレーナー

右上．ランニングマシーン

右中．投球スペース

右下．1 ｋｇ～ 20 ｋｇまでのダンベル



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。
※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（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

　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



掲載された会報誌とともに、ご請求書を同封致します。
お手元に届き次第、お支払い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。
＊ホームページへの掲載は、通常 2～ 3ヶ月間となりますが、期間が過ぎた場合は
　自動的に削除させていただきます。予めご了承願います。
　なお、ご掲載が不要となった場合は、ご連絡下さい。

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

当会ホームページの各種用紙ダウンロードより「求人広告申込要項」を取得して、
記載例を参考に作成いただき、ファイルを添付し事務局までメールでお申し込み
下さい。原稿の校正は原則1回とし、担当者よりメールでご連絡致します。
＊原則として、フォントはＭＳゴシック体とし、指定ロゴ・写真・画像の追加、
　お取扱いは致しておりませんので、文字のみで作成をお願い致します。

NorthernerNo.214　2018年10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.215（12月発刊）平成 30 年11月 1 日（木）締切
No.216（  2月発刊）平成 31 年  1月 1 日（火）締切
No.217（  4月発刊）平成 31 年  3月 1 日（金）締切



〒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
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