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第７４回 北海道理学療法士学術大会のお知らせ

各種リーフレットのご紹介
　日本理学療法士協会及び北海道理学療法士会では、病院や施設、地域活動での理学療法（士）の啓発を推進するため、
リーフレットを作成・配布しております。つきましては、会員の皆様へ是非とも活用いただきたくご案内いたします。

　この度、第74回北海道理学療法士学術大会を札幌支部主催にて開催することとなりました。近年理学療法士の現場は医療、教育、
介護、予防、スポーツ、災害、起業活動など多岐の分野に渡り、対象は新生児から高齢者と広く、この広大な北海道の各地域で多様な
広がりを見せています。多様性を個別性や持続可能性とも繋がることを改めて想うと、我々は個々の実践はそこで終始するのみで
なく、多職種や地域とのつながりを意識し、受動的ではなく能動的につなぐ営みが我々には求められていると考えます。今まで以上に
多様な学術研究活動をつないで残していくという営みが我々に求められていると考え、今大会のテーマを「多様性をつなぐ」としました。
　学会の開催形式はハイブリッド開催を検討しております。札幌支部役員、大会役員一同多くの皆様に参加いただけますよう鋭意
準備を進めて参ります。今後のお知らせにて詳細を順次お伝えする予定です。多くの皆様の参加をよろしくお願いいたします。

　ご希望の方は以下の必要事項を、北海道理学療法士会
事務局（office@pt-hokkaido.jp）まで件名を「リーフ
レット送付依頼」とし、メールによりご連絡下さい。ご連絡
確認後2週間以内を目途に発送させていただきます。
　また、北海道理学療法士会ホームページにおいても
各種リーフレットをご紹介しておりますので、是非ご覧
ください。

【テーマ】 ～多様性をつなぐ～
【開催日】 2023年11月11日（土）～12日（日）
【会　場】 北海道文教大学

◯理学療法ハンドブック①健康寿命
◯理学療法ハンドブック②脳卒中
◯理学療法ハンドブック③腰痛予防
◯理学療法士ガイド

◯スタートライン理学療法士への道（マンガ）
◯介護予防（マンガ）
◯膝の健康を維持しましょう
◯膝の健康を維持しましょう（上級編）
◯腰の健康維持に役立つ運動～臥位編～
◯腰の健康維持に役立つ運動～座位編～
◯肩の健康を維持しましょう
◯足の健康を維持しましょう
◯日本の新たな国民病!?ロコモティブシンドローム

【必要事項】
・リーフレット名
・氏名・会員番号
・使用目的
・希望部数
・送付先住所・電話番号
 (勤務先の場合は、施設名・部所名等も記載してください。)
※在庫の都合上、ご希望に添えない場合はご了承ください。

スポーツメディカルサポート人材バンクの登録・更新のお知らせ
健康スポーツ局　生涯スポーツ支援部　部長 仲澤 一也

大会長 表　  亮介 （市立札幌病院リハビリテーション科）

　健康スポーツ局生涯スポーツ支援部では、2017年冬季アジア大会、および2020東京オリンピック・
パラリンピックを契機に、道内のスポーツメディカルサポートに関する人材バンクを作成してきました。
現状、北海道道理学療法士会のスポーツ関連事業での公募やご連絡がある際に、登録者への情報提供
を行っています（北海道マラソンや高校野球メディカルサポートなど）。
　また今後は、活動の幅を広げていくために事業拡大や、スポーツ現場とのマッチングなどを進めたいと
考えています。つきましては、人材バンクへの新規登録、あるいは登録内容の更新を当会ホームページ、
あるいは右のQRコードからお願いいたします。

登録・更新は
こちらから

日本
理学療法士協会

発刊物

北海道
理学療法士会
発刊物

ハイブリッド開催
（対面・web）



第60回北海道
障がい者スポーツ大会 陸上競技
理学療法士ブース設置

健康スポーツ局　障がい者スポーツ支援部

部長  塚田 鉄平

　障がい者スポーツ支援部部長の塚田です。北海道にも梅雨が来るなんて10年前には想像もしていませんでしたね…。

　さて、6月19日に3年ぶりに網走で第60回北海道障がい者スポーツ大会陸上競技が開催されました。

　障害区分は、上肢障がい者(切断)、下肢障がい者(切断)、体幹機能障がい者、脳原性麻痺以外で車いす常用・使用者、脳原性麻痺を

有する者、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、内部障がい者（ぼうこうまたは直腸障がい）に分けられ、参加資格は広く設け

られています。今年は参加選手が例年より少なく、157名が参加されて

いました。

　競技は競争種目、跳躍種目、投擲種目が行われました。競争種目で

は短距離、中距離は各障害区分によって分かれて行われるだけではな

く、この大会では、車椅子に乗って障害物を交わして30ｍ走行するス

ラローム競技という競技があったり、投擲競技でも、砲丸投げ、ソフト

ボール投げ、ジャベリックスローだけでなく、お手玉のような物(150g)

を投擲するビーンバック投など重い障がいを持たれた選手にも配慮さ

れた競技も開催されていました。

　障がい者スポーツ支援部では、今年から初めてこの大会に4名のスタッフを動員して理学療法士ブースを設置し、大会救護班の

保健師の方と協力して活動しました。

　この日の天候は晴天に恵まれ27℃と暑く、救護班の方と協力し、熱中症の選手への対応や理学療法士の職能を生かしたスト

レッチ、コンディショニングなどの選手のケア、走り方や痛みに関する相談業務を実施しました。

大会主催者側からも感謝の言葉と、『来年度もよろしくお願いします』とのお言葉をいただきました。

今後、10月9日に北見で行われる北海道障がい者スポーツ大会車椅子バスケットボール競技に関してもご依頼をいただきましたので
理学療法士ブースに興味のある方はぜひこちらのアドレスにご連絡をください。

パラスポーツの理解を深めるための北海道パラスポーツミーティングは、ホームページへ随時、開催案内を掲載いたしますのでご確認ください。

【メール宛先】 dsports.health.hpta@gmail.com



第13回定時総会について

　例年、6月に公益社団法人北海道理学療法士会の定時総会が開催されています。各支部から選出された代議員が出席し、役員から

前年度の事業報告、決算報告等を行い、士会運営に対するご意見をいただき、承認を受ける法人にとっては貴重な場です。

　本年は令和4年6月11日（土）に第13回定時総会を開催しました。未だ、新型コロナウィルス感染症が収束しない状況を考慮して、

web会議システムを使用し、北農健保会館をwebの中継点としたオンラインによる総会の開催となりました。議長・副議長には来場いた

だきましたが、それ以外の代議員の皆さまにはwebもしくは議決権行使書で総会にご出席いただきました。

　議事は、第1号議案　令和3年度事業報告並びに決算報告書の承認を求める件、第2号議案　令和4・5年度選挙管理委員の承認を

求める件の2議案であり、2議案とも承認されました。また、報告事項として、令和4年度（2022年度）事業計画及び予算について、令和

4年度永年会員について報告させていただきました。

　令和3年度事業は、感染症予防の観点から引き続き、大

半をオンラインで開催しました。学術大会や各種講習会、

研修会など多くの会員に参加いただきました。オンライン

の場合、移動を伴わずどこからでも参加できる長所から、

中には本会以外の道外会員が多い研修会も見られまし

た。また、これまでは休日に各支部から札幌に参集いただ

き対面実施していた会議も平日の就業後にweb会議とし

て行うことが可能となり、各局と支部担当部の意見交換が

より円滑になったと感じています。

　令和4年度も既に数か月が経過し、社会経済活動が

徐々に活発になる中、地域でのイベントも再開されてきて

います。今年度は、対面で行うことが有効な事業はその時

点の感染状況を見ながら、十分な感染対策を講じ開催して

いきますが、オンラインの利点も生かし、より多くの会員が

参加しやすい事業を引き続き展開していきます。

　最後に、第6期代議員の皆さまには、任期の終了となる

総会に対面で出席いただくことが叶わず、大変申し訳ござ

いませんでした。2年間に亘り、代議員として本会運営に

関わっていただきましたことに感謝いたしますと共に、今

後とも、様々なかたちでご支援いただきますようよろしく

お願いいたします。来年には、新型コロナウィルス感染症が

収束し、あるいは感染対策を徹底した上での対面開催に

ついて検討を進め、新たな第7期代議員の皆様にお会い

できることを望んでおります。

公益社団法人北海道理学療法士会

会長  柿澤 雅史



学術奨励賞を受賞して

社会分野奨励賞を受賞して

受賞報告

　この度は、学術奨励賞という名誉ある賞をいただき、大変光栄

に思います。

　本論文では、人工膝関節全置換術（TKA）後患者の歩行時に

おける膝周囲筋の同時収縮が歩行速度に与える影響について

調査し、同時収縮の増加が歩行時の膝関節の安定性を図る一

方、関節運動性を低下させる可能性を示すことが出来ました。今

後も、TKA後患者に対するより効果的な理学療法介入の方法に

ついて検討したいと考えております。

　本論文の執筆にあたり、千歳リハビリテーション大学理学療

法学専攻 小林巧教授をはじめ、研究チームの方々には多大なる

ご指導やご支援を賜りましたこと、この場を借りて、深く感謝申し

上げます。

北海道整形外科記念病院

角瀬 邦晃

　この度、栄えある社会分野奨励賞を頂けたことを心から嬉しく

思っています。　

　道北支部ではクロスカントリスキーやマラソンなどのスポーツ

支援、ダイハツとの共同事業である健康安全運転講座、介護予

防事業などの依頼を年間で20～30件受けています。しかし、多

忙な毎日になってしまい、もっと理学療法を多くの人に届けたい

という強い気持ちがある反面、自分の力だけではどうしようもで

きませんでした。そんな時、志の高い仲間たちから『一緒に活動

します』と力強い言葉をかけて頂き、本当に救われました。

　今後もウィズコロナでできる事業の在り方を模索し、多くの方

の健康増進に寄与していきたいと考えています。この度は本当

にありがとうございました。

森山メモリアル病院　通所リハビリテーション事業所

岩瀧 廣大



第73回北海道理学療法士
学術大会を終えて

　本学術大会は、令和4年6月25日、26日の両日、旭川市大雪クリスタルホールにて現地とオンラインによる参加形態で開催いたし

ました。2年前に開催予定であった第71回北海道理学療法士学術大会も私達道北支部が企画・運営を担当しておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響を受け、開催まで残り3ヶ月という時点で中止を余儀なくされました。先行き不透明な状況の中で準備を進めて

きましたが、北海道ブロックの学術大会としては、3年ぶりに現地で開催することができました。十分な感染予防対策と回線トラブルの回避

を本学術大会の運営方針として、大会役員および運営スタッフと情報共有し当日の運営にあたりました。会期中、一部、回線トラブルが発生

しご参加いただいた皆様方にはご迷惑をおかけいたしましたが、大会役員ならびに運営スタッフ、オンライン関連の業務を担ってくれた

業者様、会場関係者の皆様のご協力により、二日間の会期を

無事に終えることができました。現地参加者が398名、一般市民

を含むオンラインによる参加者が361名、延べ759名の方々に

ご参加いただきました。

　本学術大会は「志」をテーマとして、基調講演・特別講演・シン

ポジウム・市民公開講座を柱として企画いたしました。基調講演

では、加藤浩氏より「臨床理学療法士に求められる研究と科学」と

題し、臨床・教育・研究に共通してこだわり続け大切にされてきた

「志」について、プロフェッショナルとしての誇りや理学療法士

としての責任など「十一の心」を熱いメッセージと共にご紹介い

ただきました。また、特別講演では阿部浩明氏から、「自分の考えを

データで示して発言できる臨床家を志して」と題し、実際に治療

に携わる臨床家だからこそ、何が有効なのかを追求する姿勢を持ち続けることの必要性をご報告いただきました。シンポジウムでは、4名の

シンポジストから「仲間・継続・つなぐ」といったキーワードをご提示頂き、理学療法士としての志についてディスカッションしました。市民

公開講座では、井野拓実氏がオリンピックをテーマに親しみやすい語り口で未来のアスリート達に夢のある話を届けてくれました。

　本学術大会では110題の演題発表が行わ

れました。教育的な観点から採択率は99％と

しましたが、質の高い演題が多数あり、本学術

大会では優秀演題セッションを設け、最優秀演

題賞と大会長賞を選考し表彰しました。その

他、機器展示や広告・協賛など多くの企業の

皆様よりご協力を賜り、大会を側面から支えて

いただきました。また、本学術大会は初夏の開催

として、クールビズを採用したことも新たな

取り組みの1つでありました。

　公益社団法人として本学術大会が道民の

皆様の医療・保健・福祉の充実、健康増進に

少なからず寄与できたのではないかと思って

います。本学術大会を開催するにあたり多くの

皆様から温かいご支援・ご協力をいただいた

ことに心から感謝申し上げます。

第73回北海道理学療法士学術大会

大会長  千葉 　恒



SAPPORO SNOW VISIONにて
広告放映の報告 社会局　企画推進部

部長  小川 真太郎
　社会局では、令和4年7 月17 日（日）に札幌市交通局のSAPPORO SNOW 

VISIONにて、理学療法の日をアピールする広告を放映しました。SAPPORO SNOW 

VISIONは、市営地下鉄大通駅にあるデジタルサイネージ媒体の広告で12本の柱に上

下2段の画面が南北方向にあり、48画面に一斉に広告が放映されるものです。

　7月17日の理学療法の日に合わせて放映を行い、12：00～17：00の時間帯に15秒の

映像が計150回繰り返し放映されました。当日は日曜日で天候も悪かったため、地下通路

は多くの人通りがあり、たくさんの札幌市民・道民の方にご覧いただけたと思います。

　一昨年度より、COVID－19の感染拡大により社会局や支部社会部の道民向け啓発

イベントは多くの事業が中止となりました。感染拡大予防のため非接触で行える事業を

検討し、今回は新たな事業としてデジタルサイネージ媒体での広告を実施しました。デジ

タルサイネージは全道各地にありますので、今後の理学療法士についての啓蒙・啓発の

広報媒体として活用していけると考えております。

企画推進部

理学療法週間事業報告

香りゃんせフェスティバルへの出展
道東支部　社会部

庄司 直生
　令和4年7月24日（日）に理学療法週間事業の一環として、北見市で開催された

「香りゃんせフェスティバル」に北海道理学療法士会道東支部として参加しました。

北見市の香りゃんせ公園で開催されたこのイベントでは、北見のハッカ香り体験コー

ナーやハーブウェディング等の各種イベントが行われ、その中で道東支部が考案した

健康体操「きたみんと体操」をステージで実演しました。

　事前に道東地域に配布されているフリーペーパーを利用して理学療法士や理学

療法週間の活動に関しての記事掲載と宣伝を実施した効果もあり、「広告紙をみたよ！」

と理学療法士に会いに来てくれる方もおりました。

　会場では介護予防や理学療法に関するパンフレットを配布し、きたみんと体操も多く

の来場した方と実施することができました。介護予防や健康増進に積極的な方も多く、

道東支部では今後も地域の方の健康に貢献できる活動を継続していきたいと考えて

います。

道東支部



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 ●A4 1ページ　 白黒印刷 ： 30,000円＋税
●A4 1/2ページ 白黒印刷 ： 15,000円＋税

掲載箇所

発刊時期

申込締切

お支払い方法

お申込み・
お問い合せ先

お申込み方法

1．北海道理学療法士会 会報誌「Northerner」（発行部数2,000部）
2．公益社団法人北海道理学療法士会ホームページ（会員メニュー＞求人広告）

2・6・9・11月
※ホームページへの掲載は、通常2～3か月間となり、期間が過ぎた場合は自動的に削除させていただきますので、
予めご了承願います。なお、掲載が不要となった場合は、ご連絡ください。

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、お支払いいただきたくお願い申し上げます。

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
TEL：011-213-0301 FAX：011-213-0302
E-mail：office＠pt-hokkaido.jp

発刊前月の1日  締切後は次号ご掲載となります。

本会ホームページの各種申請書ダウンロードより「求人広告申込要項」を取得して、記載例を参考に作成し、事務
局までお申込ください。お申込を受信しましたら担当者より受領及び校正の連絡を致しますが、連絡が無い場合に
は事務局（TEL：011-213-0301）までお問い合わせください。なお、校正は原則1回とさせていただきます。
※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、お取り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。

※本会の都合により掲載できない場合がありますので、予めご了承願います。



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

職能局職域事業部

「登録理学療法士」制度について
日本理学療法士会「新生涯学習制度について」より一部抜粋

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！

Ayaさん、令和4年度から生涯学習システムが変更されたのはご存じですか？

えぇ～っと…「登録理学療法士」とかって名称だったと思うのですが…
詳しくはあんまり分かっていないです💦

名称だけでなく、中身が大きく変わっているよ。これまでも卒後教育として新人教育プログラムが位置付けられて
いたけど、今回の登録理学療法士制度でも卒後5年間を義務教育的な位置づけとして、前期研修・後期研修
の受講を通して、多様な障害像に対応できる能力を有するジェネラリストの育成を目指しているよ。
また、この登録理学療法士制度は認定理学療法士や専門理学療法士と同様に5年ごとの更新制になるので、
日本理学療法士協会への入会年度および新人教育プログラムの履修状況に応じて、登録理学療法士制度の履
修状況が変わってくるぞ。

認定理学療法士や専門理学療法士は登録理学療法士である事が前提条件として考えられているから、登録
理学療法士が更新できないと認定理学療法士や専門理学療法士が失効してしまうから要注意だぞ！

以前までで言えば、生涯学
習制度と言えば新人教育
プログラムだったと思うん
だけど、今回はその新人教
育プログラムから登録理学
療法士制度へ変更になった
んだよ。
Ayaさんは、新人教育プロ
グラムは修了しているかい？

一応、新人教育プログラムは
修了していました！
新人教育プログラム制度が登
録理学療法士制度という名称
に変わったんですね。これまで
と何か違いがあるんですか？

今回の登録理学療法士制度では前期研修、後期研修の履修期間が5年間で考えられているんですね！ 認定理学
療法士や専門理学療法士を修了されている方であれば免除とかにならないんですか？

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。

5年間と聞くと長いようにも感じますが、計画的
に履修していかないとあっという間に時間だけ
が過ぎてしまいますね。
大変かもしれないけど、こういった取り組みを行
なっていく事で、知識や技術の維持、向上が可
能となり、社会に対する理学療法士の質の担保
になっていく訳ですね！



施設管理者ネットワークへの登録について
公益社団法人北海道理学療法士会　会長  柿澤 雅史

　日本理学療法士協会では各都道府県士会において施設管理者ネットワークの構築事業を進めています。これは、理学療法士の

質を維持向上するために管理者能力を強化し、各地域を基盤とした協力体制を築くことを目的としています。北海道理学療法士会

では2016年度から開始し、現在537施設（6月30日付）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。

是非、趣旨をご理解いただき全施設に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。

　また、登録者の異動や退職、離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。既にご登録いただいている方にも、

今一度ご確認いただき変更や修正をお願いいたします。

　登録確認、修正、新規登録は、下記URLかQRコード、もしくは当会ホームページのトップページに「施設管理者ネットワーク

登録」のバナーがありますのでこちらからお願いいたします。ホームページでは登録施設の確認用PDFも閲覧できるように

なっています。

職能局　管理者育成推進部
施設管理者ネットワーク

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

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

問い合わせ先

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所又は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→理学療法士の方向けトップページ→協会からのお知らせ→各種手続き→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：https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/member/07/ ）

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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正賛助会員
キーウェア北海道株式会社

学校法人淳心学園　北海道千歳リハビリテーション大学

学校法人都築教育学園　札幌医療リハビリ専門学校

学校法人鶴岡学園　北海道文教大学

学校法人西野学園

学校法人日本医療大学

学校法人東日本学園　北海道医療大学

学校法人北海道科学大学　北海道科学大学

学校法人吉田学園　専門学校北海道リハビリテーション大学校

公益社団法人函館市医師会　函館市医師会看護・リハビリテーション学院

副賛助会員
一般社団法人　北海道言語聴覚士会

公益社団法人　北海道作業療法士会

株式会社竹山

株式会社特殊衣料

矢崎化工株式会社　北海道支店

特定非営利法人HPT

協賛企業
オージー技研株式会社　札幌営業所

酒井医療株式会社　札幌営業所

株式会社日本メディックス　札幌営業所

ミナト医科学株式会社　札幌営業所

株式会社ムトウ

皆様からの原稿を募集しております。
全道の会員へ報告したいこと、伝えたいことがありましたら
是非、下記アドレスまでご連絡ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




