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新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこと
とお喜び申し上げます。旧年中は⽀部活動に対する多⼤なるご協⼒
をいただきまして、誠にありがとうございました。本年も役員⼀同
頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

� ⽀部⻑新年挨拶

をいただきまして、誠にありがとうございました。本年も役員⼀同
頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

さて、今年は診療報酬改定の年です。これまでの報告によると、
要介護⾼齢者の維持期リハビテーションや回復期リハビリテーショ
ン病棟などの改定が予想されています。特に、回復期リハビリテー
ションをめぐる議論では、非効率的で過剰なリハビリが提供されて� ⽀部⻑新年挨拶
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ションをめぐる議論では、非効率的で過剰なリハビリが提供されて
いる可能性が指摘されており、モラルハザードという⾔葉まで⾶び
出しています。私も⽴場上、経営サイドから「もっと単位を取って
ほしい」と要求されることがありますが、「より効果的なリハを提
供するため」という⼤前提をこれまで以上に意識したいと思います。全体集会議事録

今後は少⼦化に伴う国⼒の低下が懸念される中で、2018年には診
療報酬と介護報酬の同時改定が予定されています。かつてない厳し
い状況下で、理学療法を求めるクライアント様へ安定したサービス
を提供できるよう我々に何ができるのか真剣に考えなければなりま
せん。せん。

⽀部活動における来年度のトッピクスとしては、第1回道北理学療
法学会の開催（平成29年2月）が予定されています。まだ詳しいこ
とは決まっていませんが、ベテランから若⼿まで道北の理学療法⼠
が⼀堂に集い、若⼿研究者の成⻑を⾒守り、互いに研鑚できる学会
にしたいと考えています。普段は会場の都合で⽀部勉強会への参加
が⼀堂に集い、若⼿研究者の成⻑を⾒守り、互いに研鑚できる学会
にしたいと考えています。普段は会場の都合で⽀部勉強会への参加
を遠慮されている会員にも是非、足を運んでいただきたいと思いま
す。

その他にも、本格化しつつある介護予防事業や地域ケア会議、職
場管理者を対象とした企画、予防・健康増進活動、理学療法週間、場管理者を対象とした企画、予防・健康増進活動、理学療法週間、
北海道理学療法⼠連盟との共同など、例年以上の活動が展開されま
す。会員の皆様には引き続きご協⼒をお願い致します。

皆様のますますのご健康とご活躍をご祈念いたしまして新年のご
挨拶とさせていただきます。挨拶とさせていただきます。



「感染予防対策についての研修会に参加して」
さわやか東神楽館 矢野なな江先生

平成２７年１２月５⽇に⼀条通病院で⾏われた「感染予防対策に
ついて」の講習会に参加させていただきました。

〜学術部より重要なお知らせ〜
今年度より、⽀部事業に関しては完全事前申し込み制を導⼊いたしており

ます．これは当日の突発的なキャンセル防止、運営スタッフの負担軽減を主
平成２７年１２月５⽇に⼀条通病院で⾏われた「感染予防対策に

ついて」の講習会に参加させていただきました。
講習会では、⼿洗い後に⼿にどのくらいの菌が付着しているかを

模擬実験しました。普段から意識して⼿洗いを⾏っていましたが、
自分が思っている以上の菌が付着していることがわかり、⼤変驚き
ました。

ます．これは当日の突発的なキャンセル防止、運営スタッフの負担軽減を主

目的に北海道理学療法⼠会の指示で⾏っております．ついては、事業の申込

締切日時点までのものを有効としています．従いまして、今年度の事業に関

しては事前申し込みがない⽅が、直接、会場に来場した場合は受講不可となました。
また、新型ノロウィルスも出現していることを知りました。新型

ノロウィルスは従来のノロウィルスよりも小さく、繁殖スピードが
速く感染⼒も強いですが、症状は軽度で自分自身も気が付かないこ
とが予想されるようです。まだまだノロウィルスやインフルエンザ
が流⾏する時期です。自分自身が気が付かないうちにウィルスや菌

しては事前申し込みがない⽅が、直接、会場に来場した場合は受講不可とな

ります．また、事前申し込みをしたが期日までに事前⼊⾦をしていない場合

も同様の扱いとなります．

今年度の試験運⽤について何卒ご理解、ご協⼒のほど、何卒よろしくお願が流⾏する時期です。自分自身が気が付かないうちにウィルスや菌
を持ち込み、職場に広めてしまう原因になりかねません。感染に対
して正しい知識を持つこと、⼿洗い・うがいをしっかり実施するこ
と、体調管理を意識することで、職場に持ち込まないようにしてい
きます。

今年度の試験運⽤について何卒ご理解、ご協⼒のほど、何卒よろしくお願

い致します．

きます。



平成27年12月5日に道北⽀部全体集会が⾏われました。
議題：公益社団法⼈北海道理学療法⼠会道北⽀部事業報告・予定
内容：
＜⽀部⻑＞
04/04 北都保健福祉専門学校⼊学式（北都保健福祉専門学校）

平成27年12月5日に道北⽀部全体集会が⾏われました。
04/04 北都保健福祉専門学校⼊学式（北都保健福祉専門学校）
05/28 NPO法⼈住まいるイン旭川総会（ロワジールホテル旭川）
06/08 上川中部リハ推進会議総会（旭川市医師会館）
08/22 北海道ブロック協議会（北海道理学療法⼠会事務所）
09/28 富良野圏域在宅医療多職種連携協議会（富良野保健所）
＜事務部＞
04/24 道北⽀部事業説明会及び新⼈歓迎交流会（コートホテル旭川・53名参加）04/24 道北⽀部事業説明会及び新⼈歓迎交流会（コートホテル旭川・53名参加）
05/18 第1回役員会議（旭川市⺠活動交流センターCoCoDe・12名出席）
05/26 道北⽀部ニュース第104号を発⾏
07/06 第2回役員会議（旭川市⺠活動交流センターCoCoDe・11名出席）
07/30 道北⽀部ニュース第105号を発⾏
09/08 第3回役員会議（道北勤医協⼀条通病院 リハビリテーション室・11名出席）
09/28 道北⽀部ニュース第106号を発⾏09/28 道北⽀部ニュース第106号を発⾏
10/05 第4回役員会議（旭川市⺠活動交流センターCoCoDe・11名出席）
11/16 第5回役員会議（旭川市⺠活動交流センターCoCoDe・11名出席）
11/30 道北⽀部ニュース第107号発⾏
12/05 道北⽀部全体集会（道北勤医協1条クリニック）
＜学術・教育部＞ 全参加者述べ⼈数210名
06/20 第1回症例検討会（旭川勤労者福祉会館）発表者3名・参加者15名・スタッフ3名
07/16 新⼈教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ選択研修（旭川赤十字病院・講師:内藤氏）参加者20名・スタッフ2名

平成27年度 道北⽀部全体集会議事録
開催日時：平成27年12月5日(土) 16:30~17:00
場所：道北勤医協１条通クリニック 出席者(21名)
議題：道北⽀部 次期（H28・29年度）代議員候補について

06/20 第1回症例検討会（旭川勤労者福祉会館）発表者3名・参加者15名・スタッフ3名
07/16 新⼈教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ選択研修（旭川赤十字病院・講師:内藤氏）参加者20名・スタッフ2名
08/22 第1回研修会（北都保健福祉専門学校・講師:阿部氏）参加者101名・スタッフ4名
09/30 第2回症例検討会（旭川三愛病院）発表者3名・参加者74名・スタッフ3名
＜社会部＞ 全個別対応者数603名（⾼校野球261名、その他342名）
05/16-19⾼校野球サポート春季⼤会名寄⽀部予選(⼠別ふどう球場)スタッフ4名
05/16-19⾼校野球サポート春季⼤会旭川⽀部予選(旭川スタルヒン球場)スタッフ6名
06/06旭川市健康まつり(旭川⼤雪アリーナ)スタッフ8名

場所：道北勤医協１条通クリニック 出席者(21名)
議題：道北⽀部 次期（H28・29年度）代議員候補について
内容：次期代議員（ 11 名）
＜次期候補＞
前田 健太郎（かわむら整形外科医院）
千葉 恒（富良野協会病院）
⻫藤 浩平（森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院）
阿部 慎⼀（市⽴旭川病院）

05/16-19⾼校野球サポート春季⼤会旭川⽀部予選(旭川スタルヒン球場)スタッフ6名
06/06旭川市健康まつり(旭川⼤雪アリーナ)スタッフ8名
06/21旭川市⺠体育の⽇イベント(旭川市総合体育館)スタッフ8名
06/30-7/7⾼校野球サポート北・北海道⼤会旭川⽀部予選(旭川スタルヒン球場)スタッフ16名
07/3-5⾼校野球サポート北・北海道⼤会名寄⽀部予選(⼠別ふどう球場)スタッフ5名
07/18-26⾼校野球サポート北・北海道⼤会(旭川スタルヒン球場)スタッフ21名
07/26理学療法⼠⽇イベント(旭川⻄イオン１Fグリーンコート)スタッフ10名
09/11-17⾼校野球サポート秋季旭川⽀部予選(旭川スタルヒン球場)スタッフ9名阿部 慎⼀（市⽴旭川病院）

内藤考洋（旭川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
岩瀧 廣⼤（森山ﾒﾓﾘｱﾙ病院）
糸田英基（道北勤医協⼀条通病院）
太田 雄介（豊岡中央病院）
片野 真奈未（福祉村ｻﾃﾗｲﾄ診療所）
近藤 伸英（北都保健福祉専門学校）

09/11-17⾼校野球サポート秋季旭川⽀部予選(旭川スタルヒン球場)スタッフ9名
09/13第5回SWEET GIRL RUN(旭川市北彩都)スタッフ8名、個別対応40名
09/19-20第68回秋季北海道⾼等学校野球⼤会名寄⽀部予選(稚内市⼤沼球場)スタッフ5名
09/27第7回旭川ハーフマラソン(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)スタッフ18名
10/04道営住宅宮下⻄団地自治会事業介護予防教室スタッフ1名
10/04-13第68回秋季北海道⾼等学校野球⼤会(旭川スタルヒン球場)スタッフ22名
＜職能部＞近藤 伸英（北都保健福祉専門学校）

小橋泰⽂（北都保健福祉専門学校）

予備代議員（3名）
＜次期候補＞
宇佐美信⼀（旭川三愛病院）
酒井安弘（特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ仁慈苑）

＜職能部＞
12/05道北⽀部職能部研修会（「感染予防対策について」糸田氏）（道北勤医協1条クリニック）
地区幹事
＜上川中部地区＞
1. 地域キャラバンin稚内：8月29⽇
2. 上川中部地域リハビリテーション推進会議 総会・作業部会への参加
3. 医療・介護連携推進検討会への参加酒井安弘（特別養護⽼⼈ﾎｰﾑ仁慈苑）

⾦田由希（旭川赤十字病院）

結果：承認

3. 医療・介護連携推進検討会への参加
●今後の予定
・上川中部地域リハビリテーション推進会議 作業部会



＜学術･教育部＞
・学術教育部会議 2回
・第1回研修会（体表解剖学の臨床応⽤・祝広孝氏）（7月9⽇開催）
・第2回研修会（足部･足関節の評価と治療・小林匠氏）（9月3⽇開催）
・第1回道北理学療法学術⼤会（2月25⽇開催）

＜上川北部地区＞
1.推進事業
毎月1回 ネットワーク部会会議（名寄保健所）
7月 ⽂書総会（1回）
9月5⽇ ネットワーク部主催 在宅介護医療連携に関する講演会・事例検討会（名寄市内） ・第1回道北理学療法学術⼤会（2月25⽇開催）

・症例検討会 3回（5〜6月、8〜9月、2〜3月）
・新⼈教育プログラム研修関連事業 2回
＜社会部＞
・旭川市健康まつり参加（6月⼤雪アリーナ）
・富良野健康まつり参加（9月予定）
・介護予防健康増進キャンペーン（7月17⽇・旭川市および富良野市）

9月5⽇ ネットワーク部主催 在宅介護医療連携に関する講演会・事例検討会（名寄市内）
●今後の予定
・研修会部会主催 ⾼次脳機能障がい研修会（2月）
＜宗谷地区＞
1.新⼈歓迎会（4月11⽇）
2. ⾼野連名寄⽀部メディカルサポート：5/16・17（春季）7/4・5（夏季）9/19・20・21
（秋季） ・介護予防健康増進キャンペーン（7月17⽇・旭川市および富良野市）

・旭川地区⾼校野球⼤会メディカルサポート（3⼤会予定）
・名寄地区⾼校野球⼤会メディカルサポート（3⼤会予定）
・旭川市⺠体育の⽇イベント参加者サポート（6月予定）
・旭川ハーフマラソン参加者サポート（9月予定）
・SWEET GIRL RUN 参加者サポート（9月予定）
・バーサーロペット旭川⼤会参加者サポート（3月予定）

（秋季）
3. 地域キャラバンin稚内：8月29⽇
4. 宗谷地域広域⽀援センター：事例検討会（9月12⽇浜頓別町）摂食嚥下研修会（10月17⽇
稚内市）
●今後の予定
・今年度の活動は終了
＜留萌地区＞ ・バーサーロペット旭川⼤会参加者サポート（3月予定）

・各種推薦派遣事業
＜職能部＞
・職能部研修（地域包括ケアシステムについて・12月開催予定）
＜地区幹事＞
・各地区の地域リハビリテーション広域⽀援センターの事業に協⼒
・上川中部地区と他4 地区（宗谷・上川北部・留萌・富良野）との情報交換

＜留萌地区＞
1.平成28年度症例検討会の開催準備 平成28年9月14⽇（水）18：00〜
●今後の予定
・今年度の活動は終了
＜富良野地区＞
1.富良野地域リハビリテーション広域⽀援センター事業
・富良野地域の介護予防事業の⽴ち上げ(モデル地区） ・上川中部地区と他4 地区（宗谷・上川北部・留萌・富良野）との情報交換

・地域キャラバンIN 稚内（宗谷地区での研修会・7〜9 月頃に開催予定）

結果：承認

⽂責：北海道理学療法⼠会 道北⽀部 事務部 阿部 慎⼀

・富良野地域の介護予防事業の⽴ち上げ(モデル地区）
地域ふれあいサロン（5月21⽇・11月21⽇・11月28⽇）
地域⽼⼈クラブ 介護予防講演会（6月29⽇）
・地域住⺠向けの介護予防講演会の開催（7月19⽇ 理学療法の⽇イベントとして）
●今後の予定
・1月に介護予防の啓発活動の講演会を地域サロン、⽼⼈クラブで実施（2ヶ所）

結果：承認

議題：公益社団法⼈ 北海道理学療法⼠会 道北⽀部 平成28年度 事業（案）
内容：
＜⽀部⻑関係＞
・北都保健福祉専門学校（4月⼊学式・3月卒業式）に道北⽀部⻑として出席・北都保健福祉専門学校（4月⼊学式・3月卒業式）に道北⽀部⻑として出席
・上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議（委員会）に推進会議委員として出席
・富良野圏域在宅医療多職種連携協議会に協議会委員として出席
・上川中部地域リハビリテーション推進会議（理事会・総会）に推進会議理事として出席
・NPO 法⼈住まいるイン旭川（総会）に協⼒団体代表として出席
・旭川市医師会新春懇親会（2 月）に道北⽀部⻑として出席
＜事務部＞
・⽀部役員会議5 回（5 月、7 月、9 月、10 月、11 月）
＜事務部＞
・⽀部役員会議5 回（5 月、7 月、9 月、10 月、11 月）
・拡⼤役員会議1 回（3 月）
・道北⽀部ニュース発⾏（6回）・編集会議（6回）
・道北⽀部ホームページ更新：随時
・道北⽀部及び各地区新⼈歓迎交流会（4〜5 月予定）
・道北⽀部全体集会（12 月予定）
・上川中部地域リハビリテーション広域⽀援センター（年会費納⼊）
・道北⽀部全体集会（12 月予定）
・上川中部地域リハビリテーション広域⽀援センター（年会費納⼊）
・富良野地域リハビリテーション広域⽀援センター（年会費納⼊）
・宗谷地域リハビリテーション広域⽀援センターへの協⼒（年会費納⼊）



＜次号予定＞

� PT⼈
� ⽀部事業活動報告
� 道北⽀部掲示板
� 平成27年度拡⼤役員会議事録

〜編集後記〜〜編集後記〜
道北⽀部の皆様、明けましておめでとうございます．昨年よりも充実した⽀部ニュー

スを作成していきたいと思います．どんなことでも構いませんので、お気づきの点やご
要望があれば、遠慮無くご連絡頂ければと思います．本年もどうぞよろしくお願いいた
スを作成していきたいと思います．どんなことでも構いませんので、お気づきの点やご
要望があれば、遠慮無くご連絡頂ければと思います．本年もどうぞよろしくお願いいた
します．

問い合わせ先
北都保健福祉専門学校 近藤伸英
E-mail:kondoun@hokuho.ac.jpE-mail:kondoun@hokuho.ac.jp


