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　皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上

げます。また、日頃より北海道理学療法士会の運営に対し、

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。世界中で蔓延している新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）が、未だ収束の兆しが見られない中、皆様も

不安な気持ちで新年を迎えられたのではないでしょうか。

各地で医療・介護が逼迫する中、会員の所属する施設でも

大変な状況かと推察いたします。医師、看護師はもとより、

理学療法士においても急性期の第一線で、また、回復期、

老人保健施設やデイサービス、訪問リハビリテーション等、

すべての現場でのご苦労は計り知れません。今しばらくの

間、継続した対応をお願いいたします。

　昨年は、まさにコロナに始まり、コロナに暮れた１年でし

た。春夏秋冬、わが国には人の心を和ませる季節感があっ

たはずです。気温や湿度は例年とさほど変わりなかったの

に、なぜか四季の趣を感じないまま1年が終わってしまった

と多くの方が言われます。

　昨年、国民にとって最も明るい話題となるはずだった

東京オリンピック・パラリンピック2020の開催も延期に

なりました。また、マラソンと競歩の会場が札幌に決定した

時は、道民への、突然のプレゼントだと感じました。それに

加えて、本会に対しても大会組織委員会から80名の理学

療法士の派遣依頼が届き、本当に驚きました。とにかくコロ

ナウイルスの一日も早い収束と日常業務が普通に戻るこ

とを願うばかりです。

　さて、本会においては会員が一堂に会して行われる対面

式の事業については、感染拡大を予防する観点から上半

期は全て開催困難と判断し、会員の皆様にはご心配とご迷

惑をおかけしたところです。6月13日に北海道経済セン

タービルで予定していた定時総会については全代議員か

らの議決権行使書による「みなし決議」という形式をとらせ

ていただきました。7月18日・19日に旭川市民文化会館で

準備していた第71回北海道理学療法士学術大会につい

ても中止せざるを得なくなりました。多くの会員に受講をお

願いしている臨床実習指導者研修会についても十分な開

催ができておりませんが、新年度からはweb開催ができる

よう日本理学療法士協会が準備を進めていますので、もう

少しお待ちください。本会創立以来、経験したことのない初

めての対応が繰り返されました。ただ、このような中で、半

ば強制的に運用を強いられたweb会議システムの導入に

ついては、各種会議を春から開始し、10月以降の研修会開

催にまでこぎつけました。研修会での運用方法も慣れてき

ましたので、次年度からはweb方式と対面方式の併用も含

めて、効率・効果的な対応が可能になることを期待してい

ます。webの活用は、広大な面積を抱える北海道にとって

は、新たな士会運営のきっかけになったと感じております。

　また、令和3年度介護報酬改定の改定率が0.7％増で議

論が進み、以下の5つの柱で整理されています。1.感染症

や災害への対応力強化、2.地域包括ケアシステムの推進、

3.自立支援・重度化防止の取組の推進、4.介護人材の確

保・介護現場の革新、5.制度の安定性・持続可能性の確保

ですが、全てが我々理学療法士に深く関わるものです。内

容が正式決定するまでしっかりと情報を確認し、準備して

いきたいと考えております。

　2025年まで残り4年となりました。地域包括ケアシス

テム確立に向けて、また理学療法士の職域の拡大など、多

くの課題克服に向けて会員の皆様と歩んでいきたいと思

います。

　できるだけ早い時期に新型コロナウイルス感染症を封

じ込めることができ、普通の日常生活が戻り、令和3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。

2021年の新春にあたり
公益社団法人

北海道理学療法士会

会長 太田 　誠



　2020年10月17日～18日に北海道医療大学（石狩郡当別町）で

今年度初となる「2020年度 第5回 臨床実習指導者講習会（SV講

習会）」が開催されました。本講習会は新型コロナウィルスの感染拡

大の影響を受け、予定通りに開催することができず、2019年度は

12月（恵庭）と1月（旭川）に開催、2月（札幌）と3月（函館）の講習会

は、感染拡大により中止となりました。2020年度については、日本

理学療法士協会ならびに北海道理学療法士会で示された上半期の

講習会開催指針に則り、対面での講習会は開催できないため第1

回から第4回までが中止、第5回とされた本講習会が今年度初の開

催となりました。

　やっと開催にこぎつけたSV講習会ですが、対面で開催しなけ

ればならないことから、開催の可否について慎重に検討を重ねて

きました。2021年度の２年次実習から新しい指定規則が適応と

なることから「なんとか開催したい」と願う一方で「この講習会で

感染者やクラスターが発生したら…」という不安もあり、本当にギ

リギリまで開催が危ぶまれました。開催にあたっては、非接触型温

度計を使用した検温とマスクの着用はもちろんのこと、共同主催

のリハ学校協会北海道支部で参加者全員分のフェイスシールドを

用意していただき、グループワークではマスクとフェイスシールド

を装着してディスカッションを実施するとともに、予定していた

100名の受講定員を60名へ減らしての開催となりました。会場内

の蜜を避けるため、講義については通常200名が受講可能な講

義室で間隔を開けて着席し、グループワークでは更に倍の400名

が受講可能な講義室を使用し、できるだけソーシャルディスタンス

を保ってディスカッションとポスターツアーを実施しました。また、

参加者が自宅から参加できるよう、受講申込みを会場となる石狩

支部、隣接する札幌支部と空知支部に限定しました。結果として

受講定員である60名に受講いただくことができました。今回の

SV講習会を受講いただいた皆様、各養成校から協力して下さっ

た講師の皆様、本当にお疲れ様でした。

　この後に予定していた函館と旭川、帯広のSV講習会は、皆様も

ご存知の通り、再び新型コロナウィルスの感染が拡大し中止となり

ました。ただし、北海道理学療法士会では社会情勢を見極めながら

何とか年度内に２回（札幌、釧路）の講習会を開催したいと、準備を

進めております。また、2021年度についても少しでも多く会員の皆

様に受講いただけるよう、道内各地で開催する準備を進めておりま

す。加えて、WEBでの開催が可能になった際には、少しでも早く開

催できるよう準備を進める予定です。

　SV講習会の開催に関するご案内は、随時、北海道療法士会の

ホームページに掲載する予定です。会員の皆様におかれましては、

適宜ご確認いただき臨床実習指導者の資格を取得いただければ

幸いです。

臨床実習指導者講習会が開催されました
学術・教育局付け理事  高橋 尚明

東京2020オリンピック・パラリンピック
マラソン・競歩競技の

理学療法士ボランティア募集

【募集期間】2021年2月1日～2月28日
【応募方法】北海道理学療法士会ホームページより応募フォームに入り、必要事項を入力ください

＊詳細については、本会ホームページをご参照ください

開催延期となっております東京2020オリンピック・パラリンピックのうち、
札幌で開催されるマラソンおよび競歩競技の理学療法士ボランティアを募集いたします。
昨年、ご応募いただいた方も再度、ご応募をお願いいたします。
今回は第一次募集であり、今後は応募者の中から選抜させていただき、ご希望の確認などを行い、決定してまいります。
この機会に、多くの会員からのご応募をお待ちしております



　昨年2月に行った大規模災害時の安否確認試行について、第2回目を下記のとおり実施しますので、ご協力をお願いいたします。　

　昨年度の第1回目の試行では、本会登録会員5,582人に対し1,494人（26.8％）しか確認できませんでした。

　大規模災害時に適切な支援や情報を提供するためには、会員の安否と被害状況を確実に把握するシステムが必要であり、災害リハ支援部

では、全会員の安否を確認することを目標としています。管理者ネットワークへ登録した上で、本会からのメールを確実に確認していただく

ことをお願いいたします。

　会員の安否を確実に把握するために、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

※管理者ネットワークの登録・変更の方法については本誌9ページをご参照ください。

第2回大規模災害時の
安否確認試行の実施について
社会局　災害リハビリテーション支援部

部長  鈴木 聡子

第72回 北海道理学療法士学術大会
参加登録・プログラムのお知らせ

【問い合わせ先】 相馬 栄大 （大会事務局：総務部長）
E-mail：masaharusoma-pt@hotmail.co.jp

【参加登録期間】会員：令和3年2月下旬～令和3年4月30日（金）
【 大 会 H P 】http://www.pt-hokkaido.jp/congress/

【日時】令和3年2月中旬
【方法】管理者ネットワークを用いたメール一斉配信、フォームでの返信

基調講演 『急性期理学療法に必要な知識 ～隠れた障害、リスクを想像する～』　　　

シンポジウム① 『高齢社会・がん共存社会に求められる理学療法』　　

シンポジウム② 『歩行について想像・創造する』

道南支部企画セミナー 『脳卒中の標準的理学療法実践に向けて』

教育講演① 『新生涯学習システム』

教育講演② 『私が求める理学療法士、患者、医師との関係の理想像』

記

山下 康次

大渕 修一／井上 順一朗

井野 拓実／宮城島 沙織

髙見 彰淑／潮見 泰藏

加藤 新司

永澤 雷太



COVID-19座談会　報告
職能局　保険事業部

部長  佐藤 一成

　2020年は、COVID-19に振り回された1年であったと会員

の皆様も実感されているのではないかと思います。本邦での感

染拡大に伴いPPE（個人用防護具）の不足や各施設においての

感染対策準備等手探りの状態から様々な対応を余儀なくされた

かと思います。現在も感染拡大と収束を繰り返しながら状況に応

じた対応が求められています。会員の皆様におかれましては大変

なご苦労をされていることと拝察いたします。

　職能局では、COVID-19アンケート調査を実施し、集計後、各

支部職能担当者にご参加いただき、令和2年9月16日に座談会

をWeb開催いたしましたのでご報告させていただきます。

　北海道は、東北6県＋北関東とほぼ同じ面積です。その為、他

都府県と比べ地域の感染状況にばらつきはみられましたが、陽性

者が出ている地域では患者の受診控え、病院側からの制限もあり

理学療法部門の稼働が一時的に低下したとのことです。また、ク

ラスターの発生状況に合わせた問診なども行われておりました。

入院・入所系施設の感染対策としましては、感染対策委員会主

導のもとPPEの使用や院内のゾーニング、利用制限、時間を分け

ての対応などを実施し感染予防を行っていました。

　通院、通所リハ、訪問リハについては、一時的に利用者の減少

がみられたようですが、回復傾向にあるようです（9/16段階で

は）。しかし、患者・利用者の減少に伴い病院・施設の収益が悪化

し給与や賞与に影響が出たとの報告もあるようです。

　講習会の参加や出張が制限されている病院・施設は多く、

Web講習会を受講することなども増えており、学会や講習会の

企画する立場の方々についてもWeb開催を軸に計画している

ようです。

　養成校については、前期の臨地実習中止（学内実習へ変更）

や、オンライン講義となっている養成校が多くありましたが、後期

より感染対策を行った上での登校となっております。

　今回の座談会ではそれぞれの地域、病院・施設にて感染対策

を実施していますが、「卒前教育からしっかりと感染症について学

ぶ機会があっても良いのではないか。」「既卒者については現職

者講習会という形で理学療法視点での感染症について知識を深

めることが必要ではないか。」という意見もありました。

　また、「管理者ネットワークを有効に活用し会員間の情報交換

ツールとして利用できるのが理想である。」など、日々刻々と変化

している情勢の中で、迅速な情報提供や発信が求められるのでは

ないかと思われます。

　アンケートおよび座談会にご協力いただきました会員の皆様に

は、心より感謝申し上げます。

学生と生活期領域で働く理学療法士の
交流ワークショップ 開催報告
職能局　職域事業部

渡部 和也

　当企画は生活期領域に触れる機会が少ない学生に対し、この

領域で働く理学療法士から現場の様子が伝えられることで進路

選択の一助となることを目的に開催しており、今年で4年目にな

ります。今年度は10月4日に開催し、初めてのオンライン開催を

余儀なくされましたが、関心の高い学生の参加が多く画面越し

にも熱意が伝わってきました。感染防止対策でご多忙の中、校内

で周知いただいた教員の皆様、ワークショップに応募いただい

た理学療法士の皆様に改めて感謝申し上げます。

　議論では「機能改善の見込みが乏しい方はどうやってモチ

ベーションを維持するのか？」「生活期領域での栄養面へのア

プローチの実際は？」といった鋭い質問もあり、学生も理学療

法士も皆で考えを出し合いました。自身の進路に対して「漠然

としていた点がクリアになり、方向性がまとまった」「疑問を解

消できて安心した」といった感想が聞かれたことは喜ばしかっ

たです。

　今後も生活期領域における学生の体験の場、実習指導者の情

報交換の場を設けてまいりますので、ご理解とご協力の程どうぞ

よろしくお願いいたします。



職域事業部の理学療法士の職域拡大に向けた啓発・提案事業では、

先駆的に行っている分野で活躍されている理学療法士へインタビューを行い、

会員の皆様に紹介することで興味をもつあるいは

すでに興味をもっている人が一歩を踏み出すきっかけを作ること、

そして、今後その分野での理学療法士の

未来・可能性が拡がるように活動しています。

第4弾は、重症児デイサービスで活躍されている理学療法士、

鳴海舞さんについて紹介します！

理学療法士を
目指したきっかけ
　理学療法士を目指したきっかけは高校の

部活で怪我をして理学療法を受けた事から

でした。進路に迷っていた時期だったのです

が、理学療法士という仕事に興味が湧き大学

に進学しました。

この領域に取り組む
ことになった経緯
　入学後、見学実習で小児の病院に行った

ことをきっかけに、小児の分野に興味を持ち

はじめました。卒業後は急性期の総合病院に

就職し、呼吸器内科や内科、外科、耳鼻科な

どの理学療法を担当していました。その中で

も、小児の分野で働きたいという希望は持ち

続けており、小児を担当していた上司か

ら、「担当している患者さんのお母さんがデイ

サービスを立ち上げたが、人手が不足して

おり行ける日があれば手を貸して欲しい」

と、声をかけてもらったことが今の職場

や領域を知るきっかけとなりました。

重症児デイサービスで
理学療法を実践するのに
必要な学習について
　卒後の総合病院では実際に小児を担当し

ておらず、この事業所で働く時には何をしたら

良いのか全くわからない状態でした。しかし、

呼吸器内科や消化器外科での経験があり、

利用児に対応する際に呼吸や経管栄養などに

ついての看護師との共通言語があり、連携・

コミュニケーションが取りやすかったと思い

ます。また、月に一度開催されている勉強会

にて学習や情報交換・共有をしています。

重症児デイサービスでの
実務内容
　利用児は重度の肢体不自由と重度の知的

障害が重複した重症心身障害児と呼ばれる

子どもや、気管切開や人工呼吸器使用、経管

栄養など医療的ケアを必要とする子もいま

す。重症心身障害がなくても難病等により

医療的ケアが必要で保育園や学童保育に通

えない子どもも利用しています。1日に5名の

定員（全利用児25名）で0歳から18歳までの

子どもが通所できます。0歳から就学までの

児童発達支援では10時から16時まで、就学

後から18歳までの放課後等デイサービスで

は10時～17時までの利用となっています。

施設の人員配置基準は児童発達支援管理責

任者、看護師、機能訓練士、保育士または児

童指導員とされており、理学療法士は作業療

法士や言語聴覚士、臨床心理士と共に機能

訓練士として働いています。

　利用児は呼吸器や嚥下機能に問題を抱え

ている場合が多く、利用中でも体調の変化を

起こしやすいです。痰が多く、療育活動にリ

ラックスして参加できる状態ではない利用

児には参加前に呼吸リハを実施し、体位ドレ

ナージや呼吸介助を実施し排痰してから活

動に参加できるようにしています。必要であ

れば、カフアシストを持参している利用児に

は看護師と一緒にカフアシストを実施するこ

ともあります。側弯や脱臼などで取れる姿勢

に制限のある利用児も多いですが、療育活

動の内容を保育士に確認しながら、利用児も

スタッフも活動に取り組みやすいようにポジ

ショニングするようにしています。翌月の療

重症児デイサービスソルキッズ

理学療法士 鳴海 舞さん

理学療法士の職域拡大に向けた
新たな分野の紹介シリーズ　

重症児デイサービスで
活躍しているセラピスト

I N T E R V I E W
第4弾 育活動を決定する際の保育士メインのミー

ティングに参加してリハビリの要素を活動に

組み込めるようにもしています。医療職では

ないスタッフもいるため他職種への体位変

換、ポジショニング、移乗や装具着用の指導

や腰痛予防のための体の使い方のアドバイ

スも行っています。また、デイサービスの一ス

タッフとしておむつの交換、食事介助、入浴

介助、連絡帳への記載、送迎車の運転や同

乗も行っています。

この領域で
理学療法士として関わる
意義・やりがいなど
　理学療法士が関わることで姿勢や呼吸の

管理ができることや、他職種への指導により

職員全体の介助スキルが向上し、よりデイ

サービスでの時間が過ごしやすくなること

で、家族も安心して預けることができると思

います。デイサービスの利用中に呼吸リハを

継続できたことで肺炎による入院を防ぐこと

ができた例もありました。利用児のほとんど

が重度の障害があります。健常な子よりも

ゆっくりとしたペースではありますが、経験し

たことは確実に積み重なっており、できなかっ

たことや苦手だったことができるようになる

姿を見て、日常的に生活の場面で関われて

いることが成長に繋がっていると実感してい

ます。また、ありきたりではありますが、何より

子ども達の笑顔は何にも代え難く、一番のや

りがいになっています。

今後について
　利用児のリハビリの方針決定、装具や補

助具の処方や調整はメインで関わっている

医療機関で行っています。日常的に使用し

ていく中で成長とともに装具や補助具が合

わなくなり調整が必要な場合があります

が、基本的に処方した医療機関で調整をし

ているため、家族と担当理学療法士との同

意がなければ調整していません。また、医

療機関でのリハビリ頻度は1～3ヶ月に1度

程度の子が多く、場所見知りや人見知りで

普段行えている動作をできない子もいて、

家族からはデイの方が場所や人に慣れて

おりデイサービスでの状況を伝えていると

伺うこともあります。入院、手術などの治療

を受けた際にはその経過や術式などは家

族から伺う事が多く、確認したい情報が適

切に得られない場合もあります。月に一度

開催されている勉強会で顔を合わせてい

るセラピストとはコミュニケーションが取れ

ており情報交換ができているのですが、全

ての利用児ではありません。このように各

機関との連携方法が決まっておらず、連

携・情報交換が不足していることは今後の

課題だと思っています。

士会員へ向けての
メッセージ
　2015年に重症児デイサービス事業者

向けに実施されたアンケート(121事業所

が回答)では、46.6%の事業所で機能訓練

士が不足していると回答しており、これは

どの職種(児童発達支援管理責任者、看護

師、保育士、児童指導員)よりも不足してい

るという回答でした。児童発達支援→放課

後等デイサービス→生活介護と移行してい

く通所のサービスですが、受け入れ可能な

人数には制限があり、必要としている方が

満足に通えているとは言えない状況です。

ライフステージやライフスタイルの変化に

対応し、家族がサービスを選択して利用で

きるようになるためにも理学療法士を含

め、より多くの専門職がこの分野を知り興

味を持ってもらえればと思います。

インタビュアーから
　今回のインタビューで一番驚いたのは、

ケアプランを利用児のお母さんが立ててい

ることがほとんどで、相談員がついている

方が稀だという実情でした。介護保険領域

ではケアマネジャーが中心となり、入院中の

状況あるいは在宅での状況を情報確認・共

有する役割もあるため、この領域の現状で

は連携・情報交換が不足しやすい環境だと

感じました。平成24年度の児童福祉法の改

正後から児童発達支援・放課後等デイサー

ビスが開始されてまだ間もないことも影響

していると思います。

　今後、この分野に興味のある理学療法士

が活動する一つのきっかけになるとともに、

各機関との連携・情報共有について前向き

な検討が進むことを願っています。



理学療法士を
目指したきっかけ
　理学療法士を目指したきっかけは高校の

部活で怪我をして理学療法を受けた事から

でした。進路に迷っていた時期だったのです

が、理学療法士という仕事に興味が湧き大学

に進学しました。

この領域に取り組む
ことになった経緯
　入学後、見学実習で小児の病院に行った

ことをきっかけに、小児の分野に興味を持ち

はじめました。卒業後は急性期の総合病院に

就職し、呼吸器内科や内科、外科、耳鼻科な

どの理学療法を担当していました。その中で

も、小児の分野で働きたいという希望は持ち

続けており、小児を担当していた上司か

ら、「担当している患者さんのお母さんがデイ

サービスを立ち上げたが、人手が不足して

おり行ける日があれば手を貸して欲しい」

と、声をかけてもらったことが今の職場

や領域を知るきっかけとなりました。
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必要な学習について
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呼吸器内科や消化器外科での経験があり、

利用児に対応する際に呼吸や経管栄養などに

ついての看護師との共通言語があり、連携・

コミュニケーションが取りやすかったと思い

ます。また、月に一度開催されている勉強会

にて学習や情報交換・共有をしています。

重症児デイサービスでの
実務内容
　利用児は重度の肢体不自由と重度の知的

障害が重複した重症心身障害児と呼ばれる

子どもや、気管切開や人工呼吸器使用、経管

栄養など医療的ケアを必要とする子もいま

す。重症心身障害がなくても難病等により

医療的ケアが必要で保育園や学童保育に通

えない子どもも利用しています。1日に5名の

定員（全利用児25名）で0歳から18歳までの

子どもが通所できます。0歳から就学までの

児童発達支援では10時から16時まで、就学

後から18歳までの放課後等デイサービスで

は10時～17時までの利用となっています。

施設の人員配置基準は児童発達支援管理責

任者、看護師、機能訓練士、保育士または児

童指導員とされており、理学療法士は作業療

法士や言語聴覚士、臨床心理士と共に機能

訓練士として働いています。

　利用児は呼吸器や嚥下機能に問題を抱え

ている場合が多く、利用中でも体調の変化を

起こしやすいです。痰が多く、療育活動にリ

ラックスして参加できる状態ではない利用

児には参加前に呼吸リハを実施し、体位ドレ

ナージや呼吸介助を実施し排痰してから活

動に参加できるようにしています。必要であ

れば、カフアシストを持参している利用児に

は看護師と一緒にカフアシストを実施するこ

ともあります。側弯や脱臼などで取れる姿勢

に制限のある利用児も多いですが、療育活

動の内容を保育士に確認しながら、利用児も

スタッフも活動に取り組みやすいようにポジ

ショニングするようにしています。翌月の療

育活動を決定する際の保育士メインのミー

ティングに参加してリハビリの要素を活動に

組み込めるようにもしています。医療職では

ないスタッフもいるため他職種への体位変

換、ポジショニング、移乗や装具着用の指導

や腰痛予防のための体の使い方のアドバイ

スも行っています。また、デイサービスの一ス

タッフとしておむつの交換、食事介助、入浴

介助、連絡帳への記載、送迎車の運転や同

乗も行っています。

この領域で
理学療法士として関わる
意義・やりがいなど
　理学療法士が関わることで姿勢や呼吸の

管理ができることや、他職種への指導により

職員全体の介助スキルが向上し、よりデイ

サービスでの時間が過ごしやすくなること

で、家族も安心して預けることができると思

います。デイサービスの利用中に呼吸リハを

継続できたことで肺炎による入院を防ぐこと

ができた例もありました。利用児のほとんど

が重度の障害があります。健常な子よりも

ゆっくりとしたペースではありますが、経験し

たことは確実に積み重なっており、できなかっ

たことや苦手だったことができるようになる

姿を見て、日常的に生活の場面で関われて

いることが成長に繋がっていると実感してい

ます。また、ありきたりではありますが、何より

子ども達の笑顔は何にも代え難く、一番のや

りがいになっています。

今後について
　利用児のリハビリの方針決定、装具や補

助具の処方や調整はメインで関わっている

医療機関で行っています。日常的に使用し

ていく中で成長とともに装具や補助具が合

わなくなり調整が必要な場合があります

が、基本的に処方した医療機関で調整をし

ているため、家族と担当理学療法士との同

意がなければ調整していません。また、医

療機関でのリハビリ頻度は1～3ヶ月に1度

程度の子が多く、場所見知りや人見知りで

普段行えている動作をできない子もいて、

家族からはデイの方が場所や人に慣れて

おりデイサービスでの状況を伝えていると

伺うこともあります。入院、手術などの治療

を受けた際にはその経過や術式などは家

族から伺う事が多く、確認したい情報が適

切に得られない場合もあります。月に一度

開催されている勉強会で顔を合わせてい

るセラピストとはコミュニケーションが取れ

ており情報交換ができているのですが、全

ての利用児ではありません。このように各

機関との連携方法が決まっておらず、連

携・情報交換が不足していることは今後の

課題だと思っています。
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向けに実施されたアンケート(121事業所

が回答)では、46.6%の事業所で機能訓練

士が不足していると回答しており、これは

どの職種(児童発達支援管理責任者、看護

師、保育士、児童指導員)よりも不足してい

るという回答でした。児童発達支援→放課

後等デイサービス→生活介護と移行してい

く通所のサービスですが、受け入れ可能な

人数には制限があり、必要としている方が

満足に通えているとは言えない状況です。

ライフステージやライフスタイルの変化に

対応し、家族がサービスを選択して利用で

きるようになるためにも理学療法士を含

め、より多くの専門職がこの分野を知り興

味を持ってもらえればと思います。

インタビュアーから
　今回のインタビューで一番驚いたのは、

ケアプランを利用児のお母さんが立ててい

ることがほとんどで、相談員がついている

方が稀だという実情でした。介護保険領域

ではケアマネジャーが中心となり、入院中の

状況あるいは在宅での状況を情報確認・共

有する役割もあるため、この領域の現状で

は連携・情報交換が不足しやすい環境だと

感じました。平成24年度の児童福祉法の改

正後から児童発達支援・放課後等デイサー

ビスが開始されてまだ間もないことも影響

していると思います。

　今後、この分野に興味のある理学療法士

が活動する一つのきっかけになるとともに、

各機関との連携・情報共有について前向き

な検討が進むことを願っています。



施設管理者ネットワーク構築と
指定管理者研修（初級・上級）の現状

職能局　職域事業部  齋藤 亜弓

　増加傾向にある理学療法士の質をより高める活動として、『施設管理者ネットワークの構築』と『協会指定管理者研修（初級・上級）』の

取り組みを実施している。令和2年度の施設管理者ネットワークの登録状況と指定管理者研修（初級・上級）の取得状況を報告する。

　令和2年現在、北海道理学療法士会に登録している944施設の中で、524施設が施設管理者ネットワークに登録していることがわかった

登録割合は55.5％であった（表1）。

　支部毎の登録割合は、釧根89.5％と最も高く、次いで道南87.1％、空知

84.1％、十勝78.8％、道東70.5％、札幌49.4％、後志48.6％、石狩

42.1％、日胆37.5％、道北34.2％であった（図1）。

2016年度から施設管理者ネットワークの構築事業を開始しているが、登録率は高いとは言えない状況である。円滑な情報共有がで

きるよう、登録をお願いしたい。併行して、現場で抱える課題や実践に活用できる情報を盛んに意見交換できる場として、今後さらなる

整備をしていく必要があると考える。協会指定管理者研修は、支部開催で登録数が増加していたが、今年度は新型コロナウイルスの影響

でWEB 開催となった。この状況を踏まえ、来年度は登録状況を報告したい。今後も職域事業部では発刊物や事業の取り組みを通じて

理学療法士の質を高められるよう取り組んでいきたい。

《 施設管理者ネットワーク 登録用フォーム 》
https://ws.formzu.net/fgen/S16321121/   QRコード： 

　2019年10月～2020年9月までに初級は、62名

増え496名（増加率14.3％）、上級は41名登録が

あり183名（増加率28.9％）となった（図2）。

　登録者を日本理学療法士協会の所属分類ごとに

比較した。急性期は初級179名、上級96名、回復期

は初級137名、上級73名、生活期は初級198名、

上級83名、教育は初級44名、上級26名、その他は

初級51名、上級23名という結果となった（図3）。

② 協会指定管理者研修 初級・上級の取得状況について
【方法】 令和2年9月時点の事務局データベースから情報収集を行った
【報告】 協会指定管理者研修 初級・上級の登録状況

① 施設管理者ネットワーク構築の現状
【方法】 令和2年9月時点の事務局データベースと施設管理者ネットワーク構築事業データから情報収集を行った
【報告】 施設管理者ネットワークの登録状況

③ 結語

■表1／令和2年度 施設管理者ネットワークの登録状況

図1／令和2年度 施設管理者ネットワーク支部別登録数

図2／協会指定管理者 登録者数 図3／令和2年度 協会指定管理者 所属分類別登録者

単位：名 単位：名

PT士会登録施設

898
1068
944

管理者ネットワーク登録数

513
524
524

未登録数

385
544
420

登録割合

57.1%
49.1%
55.5%

2018年

2019年

2020年



　日本理学療法士協会では各都道府県士会で管理者ネットワークの構築事業を進めており、北海道理学療法士会で

は2016年度から開始し、2020年11月30日現在で950施設中641施設に登録していただいていますが、登録率は

高いとは言えない状況です。

　また、登録者の異動や退職などにより配信できない施設も徐々に増えてきています。是非、趣旨をご理解いただき登

録していただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

　なお、既にご登録いただいている方にも配信できない施設が増えていますので、今一度ご確認いただき、変更や修

正をお願いいたします。

　2020年11月より本会ホームページのトップページに登録用のバナー「施設管理者ネットワーク登録」を作成しま

したので、登録・変更をお願いいたします。

会長  太田 　誠

施設管理者ネットワークへの登録について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年度に計画していた事業が十分実施できなかった状況

を鑑み、令和3年度に限って年会費を下記のとおり減額することと致しましたので、お知らせします。

副会長  柿澤 雅史

令和3年度年会費の減額のお知らせ

【問い合わせ先】職能局　職域事業部　施設管理者ネットワーク構築事業担当

館 　博明 （ＪＣＨＯ北海道病院）
E-mail：tate-hiroaki@hokkaido.jcho.go.jp

減額金額：1,000円（令和3年度に限り、士会年会費を7,000円とします。）

対 象 者：令和2年度年会費を本会へ納めている会員であって、令和3年4月2日時点で在会の会員
  （退会者は除きます。）

減額方法：令和3年度の会費徴収時に1,000円を減額（2年度会費分を相殺します。）
 令和2年度年会費納付後に、休会となった会員や他都府県士会へ異動された会員等については、
 個別に対応します。

そ の 他：日本理学療法士協会より個別に郵送された「2021年度年会費および登録内容確認のお知らせ」に
 記載されている金額は、減額後の金額となります。
 詳細は本会HPへも掲載しておりますのでご確認下さい。
 URL：http://www.pt-hokkaido.jp/everyone/details/3-3.html

問合せ先：公益社団法人北海道理学療法士会 事務局
E-mail：office@pt-hokkaido.jp
会員番号と氏名を明記し、メールにてお問合せ願います。

記

1

2

3

4

5



社会・医療情勢の中で、理学療法（士）に関する内容を
中心にピックアップしてみなさまにご紹介します。

情報提供キャラクター

令和３年度 介護報酬改定に関して
後輩“Ａｙａ”ベテラン上司“Ｎａｏ”

NEWS
理学療法士に知ってほしい

5分でわかる！

令和３年の介護報酬改定に向けての議論が盛んに
されているけれど、情報収集しているかい? 一応してますけど、介護保険よくわから

ないので解説お願いします。

そういうのは、先輩や管理職の方にお任せです。

予防（要支援）が多いんですね。

私たちケアマネさんから依頼されれば行き
ますよね。

世の中の動きや、厚労省の意向を知り、うちの強みを生かす方策や、必要に応じて事業内容の検討な
ど、経営の安定のためには必要なことだよ。

確かにそうだろうけど、キャリアアップを考えるなら、良いサービス提供と同じくらい、経営的感覚を
養わないとね。ちなみに、第189回社会保障審議会介護給付費分科会（令和2年10月22日）会議
で、訪問リハに関する話し合いがされたのだけれど、こんな資料があって…。

その通り。しかも利用期間が長
いので、見直しされそうだね。

そもそも訪問リハって、通院とか通所が出来
ない人向けですよね。自立度の高い予防の人
と合わない気がします。

実際に、BI満点の人もいるしね。ただ、介護
保険下のサービス提供は、利用者さんの希
望によるからね。同じリハサービス提供で
も、受ける側にすれば自分が行く「通所」
より、セラピストの来てくれる「訪問」のほう
が受け入れやすいよね。

その通り。医師も含めてサービス提供開始時
点での適切な適応判断とか、期間と目標の設
定、担当者会議などで、セラピストの立場で積
極的に意見を述べることなどが大切だね。

ニュースの内容を
詳しく知りたい方は、右の
QRコードを読み取って下さい。

ニュースに関するご意見・ご感想がありましたら、 
hpta.shokuikijigyoubu@gmail.com までお願いいたします。
今後のニュース作成の参考とさせていただきたいと思います。

第189回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議）  資料3 訪問リハビリテーションより



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。

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。

○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

○年度開始前の3月末までに納入が無かった場合、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、復会しても履修履歴は戻りません。）
詳細は日本理学療法士協会HP→協会について→入会案内→各種変更届→年会費をご確認ください。

○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　HP：http://www.japanpt.or.jp/ ）

異動・住所変更
改姓・転出入 等

3

4

慶弔関連

講習会申込

【会費納入について】

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。

●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

●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。〉

【年会費領収書について】

事務局からのお知らせ
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がん理学療法を振り返る
テーマ ：

～今日まで、そして明日から～

日本理学療法士学会 がん理学療法部門

準備委員長 ： 松村 和幸（手稲渓仁会病院 リハビリテーション部）
お問い合わせ先 ： TEL；011 - 681 – 811１

Email； jspto.4th.2021@gmail.com

研究会
事務局

研究会ＨＰ ：

会期

開催形式

研究会長

Web形式での開催

森山 武 （市立函館病院）

会費

会員：4,000円 協会マイページからの事前登録のみ受付（4月1日登録開始予定）

https://sites.google.com/view/ca-pt-sg-2021

研究会HP QRコード

森山 武講師： （市立函館病院 リハビリ技術部）

教育講演：

～これからの課題～」（仮）「がんのリハビリテーション算定から10年
基調講演：

①「意思決定支援」（仮）
阿部 泰之講師： （旭川医科大学病院 緩和ケア診療部）

②「がん理学療法 ～基礎と臨床の橋渡し～」 （仮）
森下 慎一郎講師： （新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科）

③「婦人科・泌尿器疾患の理学療法」（仮）

阿部 由依講師： （北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科）

「がん治療に必要な知識 ～化学療法、放射線治療～」（仮)

北海道開催企画セミナー：

後藤 秀樹講師： （北海道大学病院 血液内科）

尾畑 嘉一 （市立釧路総合病院 心臓血管内科）

～各職種の立場から理学療法士に求めること～」（仮）
「ＡＹＡ世代の就労支援

シンポジウム：

シンポジスト： 門脇 郁美 （釧路労災病院 看護部）

山崎 奈美恵 （札幌北楡病院 医療連携室）

田尻 寿子 （静岡がんセンター リハビリテーション科）

新人・学生向けセミナー：

「がんリハビリテーションへの期待」（仮）

講師： 井山 諭 （札幌医科大学 血液内科学）

長谷川 智一 （札幌医科大学 放射線医学講座）

一般演題募集 ： 登録開始前

※募集要項につきましては決まり次第研究会HPにてお知らせいたします

セミナー番号
24323



　2020年12月に「臨床実習教育の手引き（第6版）」が日本理学療法士協会より発行されました。

　本書は、養成施設教員や実習指導者、そして、実習に臨む学生やその保護者等も対象として、理解しやすい記述を意識

して作成されております。「読者が手に取りやすい（読みやすい）手引き」を目指し、関係者相互に臨床実習教育を「見て理解

することができる」、「実践して課題を整理することができる」、「教育の質の担保および向上につなげることができる」という

目標に向けてご活用ください。

　以下のURLよりPDFをダウンロードしていただき、各臨床現場や教育現場で印刷して広くご活用ください。

http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/tebiki6_201225.pdf

臨床実習教育の手引き（第6版）が
発行されました

【目次】
発行にあたって 
第1章 臨床実習の意義と教育目標 
  第1節　臨床実習の意義
  第2節　臨床実習の構成
  第3節　指定規則にみる臨床実習教育の目標

第2章 診療参加型臨床実習における違法性の阻却と理学療法行為の相当性
  第1節　診療参加型臨床実習で実習生が行う理学療法行為の法的位置づけ
  第2節　実習生が実施できる理学療法行為の範囲とその水準

第3章 診療参加型臨床実習に必要な手続きおよび留意事項 
  第1節　施設との契約と届け出
  第2節　抗体検査、予防接種等について
  第3節　個人情報保護（個人情報の取り扱い、誓約書の作成）
  第4節　実習生による診療録記載と文章作成
  第5節　実習に対する対象者等からの同意
  第6節　ハラスメントの防止

第4章 臨床実習の評価
  第1節　養成施設のカリキュラムに対する評価
  第2節　実習指導者に対する評価
  第3節　実習生に対する評価

第5章 卒業時に身に付けておくべき能力 
  第1節　理学療法士に求められる能力
  第2節　卒前教育と卒後教育の教育目標の関連

第6章 理学療法士教育における診療参加型臨床実習のかたち（実践例の紹介）
  第1節　臨床実習施設における臨床実習プログラムの立案 
  第2節　実習指導実践例（診療参加型臨床実習での指導ポイント）

情 報 提 供
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