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第７４回 北海道理学療法士学術大会のお知らせ

　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予定しております。現地開催によるライブ感を体感いただき、クロストークや多様

なディスカッションが形成できる準備を進めて参ります。一方でWeb環境下によるLive配信に加えオンデマンドなど多様

な参加方法も準備しております。

　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。

【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

学術論文誌「北海道理学療法（第40巻）」への
投稿のご案内

北海道理学療法編集委員会事務局
世古 俊明（学術局学術誌部　部長）
E-mail : hrigaku0717@gmail.com

大会長 表　  亮介
（市立札幌病院リハビリテーション科）

　本誌は理学療法および関連領域における研究発表と実践報告の場を提供することを主な目的としております。

　本誌への論文投稿料は、原則無料です。また、新生涯学習制度における認定・専門理学療法士の更新および

専門理学療法士の新規取得に活用することができます。

　北海道理学療法（第40巻）の投稿の締め切りは令和4年12月31日となっておりますので、皆様からのご投稿を

お待ち申し上げます。

ハイブリッド開催
（対面・web）

原稿送付先・連絡先



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、8月末で５７７施設に登録していただいていますが登録率を上げなければならない状況です。

今後はこのネットワークを介して様々な活動を予定していますので、是非趣旨をご理解いただき全施設に登録していただけ

ますようよろしくお願いいたします。

　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

北海道マラソン2022 活動報告
NTT東日本札幌病院　リハビリテーションセンター

高橋 　歩

　今年の北海道マラソンは３年ぶりの開催となりました。当日は理学

療法士47名が医師や看護師と連携を取り救護業務にあたりました。

これまでの北海道マラソンと大きく異なる点は、COVID-19感染対

策が加わることでした。多くのランナーと接触するリスクがある中で

自らが感染しない、広めない対策として、マスクやフェイスガードなど

防護物品の活用だけでなく、ストレッチング等直接接触する場合は

状態を観察し最小限で行うことなど、対応を話し合い決めていきま

した。この感染対策を含めた救護対応は、昨年札幌で行われた

東京2020オリンピックのマラソン・競歩競技にて活動した経験を

活かすことができたのではないかと思っております。

　大会当日は気温・湿度ともにランナーにとっては好条件となり、

医療従事者みなさんのご協力のもと大きな混乱もなく無事に終える

ことができました。来年度もランナーが安心して大会に臨めるよう

取り組んでいきます。



北海道理学療法士会会員の動向と
休会・退会・復会理由について

職能局　職域事業部　会員動向把握事業

大野 大地

　職能局職域事業部では、北海道理学療法士会会員の動向に関する現状の把握と課題を検討することを目的として基本情報を集計
している。今回、本会事務局で管理しているデータを基に『平成29年～令和3年度までの会員動向』と『令和2・3年度の休会・退会・
復会理由』について調査した結果を、以下に報告する。

令和3年度末時点で、総会員6,824人が在籍している。平均
年齢34.1歳、平均経験年数9.8年という結果となった。過去
5年間の年度末の会員動向について以下に示す（表１参照）。

　新入会数について、過去5年間の平均で年間469人であった。
四半期ごとの新入会数においては、第1四半期（4～6月）が全体の
81％と最も多く、次いで第2四半期（7～9月）16％、第3四半期
（10～12月）2％、第4四半期1％と続いている（表２参照）。

　令和3年度末時点で、総会員数は6,824名に達し、毎年500名前後が新しく入会している。四半期毎でみると、新型コロナウイルス感染症
が流行した令和２年度より第2四半期以降の入会者が増加傾向となっている。休会・退会ともに『会費負担』が理由の3割以上を占めていた。
復会の理由については『再就職・復職』が半数以上を占め、令和2年度と比較し増加傾向にあることがわかった。また、退会理由の『休復会申請
なし』は、休会中の会員が休会の継続や復会の申請をしない場合に自動的に退会扱いとなった場合を指す。以上より、①会費負担、②復会、
③休会会員への啓蒙を職能局として取り組むべき課題として考えた。会費減額のような直接的な対応は本会の運営方針に大きく関わってくる
ことから、まずは会費負担感を軽減するような間接的な取り組みとして、現在の給与水準を維持していく上でも職域別・地域別施設間連携の
強化を図り、職能団体としての組織率向上を目指すこと。さらに、診療報酬に関する情報提供や研修会の参加費減額なども検討していきたい。
また復会理由として、「学習意欲」が上位を占めていることから、費用対効果を感じられるような企画も職能局として提案していきたい。

【まとめ】

1. 平成29年～令和3年度までの全体の動向
本会の休会・退会・復会における各年度内の申請数と理由

内訳について、以下に示す（図1参照）。

2. 令和2・3年度の休会・退会・復会理由

■表1／総会員数と新入会数の年度別比較

■図1／令和2・3年度
休会（上段）・退会（中段）・復会（下段）理由内訳

■表2／四半期毎の新入会数における年度別動向

【はじめに・方法】

【結果】

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

総会員数 5,649 5,973 6,357 6,591 6,824
新入会数 520 488 526 390 423

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
第1四半期（4～6月） 449 431 455 237 330
第2四半期（7～9月） 58 49 61 117 81
第3四半期（10～12月） 6 4 6 26 11
第4四半期（1～3月） 7 4 4 10 1

合　計 520 488 526 390 423

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

本稿に関するご意見・ご感想は hpta.shokuikijigyoubu@gmail.com までお願いいたします。



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

2022 職場における腰痛予防宣言！
日本理学療法士協会HP理学療法士向けサイトより一部抜粋

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！

おや？Ayaさん、
辛い表情をしてどうしたんだい？

先日、介助量の多い患者さんのリハビリを行なった
際に腰を痛めてしまったようで…ぴえん。

腰痛予防宣言ですか？
この取り組みは何か意味があるんですか？

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。

それは大変でしたね。
ちょうど、日本理学療法士協会では、理学療法
士が自らの専門性を発揮し、全国的な医療・
介護施設での腰痛予防・労働安全に貢献する
事を目的とした取り組みとして「2022 職場に
おける腰痛予防宣言！」を発表したのは知って
いるかい？

我が国における業務上疾病は、腰痛が全体
の約6割を占めており、医療・介護職種を
含む「保健衛生業」における業務上疾病に
おいても、腰痛は81％にも上り、予防的対策
としても急務となっているんだよ。

日本理学療法士協会のホームページ上に
は、「2020 職場における腰痛予防宣言」の
取り組み事例集として、北海道の施設の取り
組み事例が紹介されているよ。
私たち、理学療法士自身の腰痛予防も含め、
自分たちの施設内の職員に対して、腰痛予防
講習会を開催するなど、手引きなども紹介さ
れているから、一度参考にしてみると良いね。
ここは、理学療法士として腕の見せ所ですね！



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、
地域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１弾は、行政職として活躍されている理学療法士、真壁悦子さんについて紹介します！

1.函館市の概要
函館市は，渡島半島の南東部に位置し、

東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に囲ま

れ、西は北斗市・七飯町・鹿部町と接してい

ます。

◯人口／245,775人(令和4年7月末現在）

◯老年人口／90,019人（令和４年7月末現在）

高齢化率36.6％

◯要介護・要支援認定者数／

20,108人（令和4年4月末現在）

要介護認定率22.3％

2.行政で働くきっかけ
一番根本にあるのは、学生時代（弘大医

短）の臨床実習です。カリキュラムの中に２

つの町村で機能訓練事業に携わる実習が

あり、住民と直接触れあう体験をしました。

のちに病院を退職して子育て中のところ

に、市役所から「老人保健法機能訓練事業

（リハビリ教室・訪問指導）」の依頼があり、

この経験を思い出して何の迷いもなく引き

受けました。何年か関わっていくうちに「もっ

と主体的にこの事業を行いたい」と思うよう

になり、採用試験を経て、平成８年４月に函

館市役所に専門職として入職しました(行政

職歴26年目)。

3.行政での活動内容
（法律に基づいた事業展開）

①老人保健法
（昭和57年公布、昭和58年施行）

国民保健の向上および老人福祉の増進

を図ることを目的とする法律（40歳以上の

者を対象）。函館市では、昭和63年１月か

ら、「訪問機能訓練」を開始、平成元年度に

は、「通所機能訓練と訪問機能訓練」が実施

されました。本事業にあたり、入職した平成

8年度は理学療法士2人体制で、その後、作

業療法士1人も採用され、保健師と共に企

画運営を行いました。定員20人×５コース、

定員15人×２コースと最大７コース（月３回

コース×6、月１回コース×１を１年間）を実

施しました。平成10年度から「失語症教室」

も実施しました。

　平成12年度の「介護保険法」の施行に伴

い、事業再編を行い、「A型－介護保険対象

外で障がいを持った方（送迎付）」「B型－介

護保険対象外で障がいを持った方で会場

への自力通所が可能な方」「失語症－介護

保険に関わらず、脳卒中後遺症等で失語症

があり、人との意思の疎通が困難な方（送迎

付）」の３種類となりました。翌年、B型を「介

護保険対象外で、転んだ経験のある方、足

腰に不安があって外出がおっくうになって

いる方｣と変更し、カリキュラム内容も「転倒

予防」に特化したもので構成しました。教室

は１年実施後「卒業」となるため、「自主グ

ループ立ち上げ支援」を併せて実施し、教室

と同頻度（月２回）で運動継続できるよう、

定期的に理学療法士・保健師が関わって住

民グループを支援しました。

②介護保険法における
地域支援事業のうちの介護予防事業
（平成18年４月創設）

介護保険制度の見直しにより、市町村が

主体となり実施する地域支援事業が始まり

ました。函館市では、要支援・要介護状態に

陥るリスクの高い高齢者を対象とした二次

予防事業として「通所型介護予防事業」を

市内指定介護予防通所事業所等へ委託し

て実施し、市の理学療法士としては評価項

目・配付資料の検討や事業評価に至る一連

の業務を行いました。

　主に活動的な高齢者を対象とした一次予

函館市保健福祉部高齢福祉課
介護予防担当

地域で活躍する
理学療法士の紹介シリーズ

行政職としての
理学療法士

I N T E R V I E W
第1弾

防事業としては、平成19年度から、「転倒予

防教室」として3回1コース（定員25人、年

間3コース）を市直営で開始、その後10回1

コース（定員25人、年間4コース）に事業を

拡大し、この教室は理学療法士・保健師の2

人体制で行いました。

③地域支援事業のうちの
　介護予防・日常生活支援総合事業
（平成27年4月改正）

　介護保険法の改正により、要支援者の訪

問介護・通所介護が地域支援事業の取組

みとされたことから、これまでの介護予防

事業は、介護予防・日常生活支援総合事業

に変更されました。その中で、介護予防は、

単に高齢者の心身機能の改善だけを目指

すのではなく、地域の中に生きがいや役割

を持って生活できるような環境づくりが重

要とされたことから、全ての高齢者を対象

とした一般介護予防事業として再構築さ

れました。

　平成27年度から、より多くの高齢者が参

加できるよう、市内フィットネス事業所等に

委託した介護予防教室10回1コース（定員

30人×6コース、定員20人×6コース）を開

始し、事業評価にかかる「体力測定」｢アン

ケート｣等の様式の検討、広報紙折込チラシ

の作成、教室受付業務等全て自分が担当し

ています(令和4年度は15回1コース、定員

15人×年間34コース、定員10人×年間8

コース)。

また、令和3～4年度は、「フレイル予防体

力測定会」を北海道理学療法士会道南支部

の協力を得て、企画運営しています。さらに

は、専門職を生かした自立支援の取組みと

して、「地域リハビリテーション活動支援事

業」を平成29年度から開始し、平成30年度

以降、順次北海道リハビリテーション専門

職協会（HARP）・北海道栄養士会函館支

部に委託して、各専門職の派遣を行ってお

り、自分は市民グループとHARP・北海道

栄養士会の間の調整役を担っています（下

記左チラシ参照）。

4.行政職として
やってきたこと、
そしてやりがい

　入職当初は、自らが指導者となり教室を

運営することがメインでしたが、経験を経

て政策の変化に応じて、今自分が市民のた

めにやるべきことは何かを考え、企画し、予

算をつけて実行できる環境にいるというこ

とが、本当に貴重であり、また重要な立場

であると思います。常に「理学療法士」とい

うスペシャリストの視点を持つことと、事業

の企画運営に関してはジェネラリストにな

れるよう心がけています（チラシ作成・HP

作成・予算案作成･･･）。

自主グループの立ち上げから携わった

高齢者が、事業を通じて何年も元気な姿

を見せてくれることや、「教えてもらった

運動やってますよ！」という声を聴けるこ

とが本当に嬉しく、やりがいにつながって

います。

5.士会員に向けて
　市町村で行っている介護予防に関する

事業に少し関心を持ってみませんか？そし

て、現在担当している患者様が地域で生活

するにあたり、「退院したら市（町村）でこん

な事業やっているんだって」と社会資源と

して紹介していただければと思います。ま

た、機会があれば地域で元気に活動してい

る「通いの場」に出向いてお話ししてみてく

ださい。パワーをもらえます！

6.インタビュアーより
　25年間の歴史のつまった内容で、特に事

業の企画運営に関しては、病院で働いてい

るだけでは得られない多様なスキルを学習

できる仕事だと感じました。この記事が介護

予防に興味をもつきっかけになればうれし

いです。

真壁 悦子さん
  ま　か べ　  え  つ　こ



1.函館市の概要
　函館市は，渡島半島の南東部に位置し、

東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に囲ま

れ、西は北斗市・七飯町・鹿部町と接してい

ます。

◯人口／245,775人(令和4年7月末現在）

◯老年人口／90,019人（令和４年7月末現在）

　高齢化率36.6％

◯要介護・要支援認定者数／

　20,108人（令和4年4月末現在）

　要介護認定率22.3％
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受けました。何年か関わっていくうちに「もっ
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（平成18年４月創設）

介護保険制度の見直しにより、市町村が
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栄養士会の間の調整役を担っています（下
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4.行政職として
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　入職当初は、自らが指導者となり教室を

運営することがメインでしたが、経験を経

て政策の変化に応じて、今自分が市民のた

めにやるべきことは何かを考え、企画し、予

算をつけて実行できる環境にいるというこ

とが、本当に貴重であり、また重要な立場

であると思います。常に「理学療法士」とい

うスペシャリストの視点を持つことと、事業

の企画運営に関してはジェネラリストにな

れるよう心がけています（チラシ作成・HP

作成・予算案作成･･･）。

　自主グループの立ち上げから携わった

高齢者が、事業を通じて何年も元気な姿

を見せてくれることや、「教えてもらった

運動やってますよ！」という声を聴けるこ

とが本当に嬉しく、やりがいにつながって

います。

5.士会員に向けて
市町村で行っている介護予防に関する

事業に少し関心を持ってみませんか？そし

て、現在担当している患者様が地域で生活

するにあたり、「退院したら市（町村）でこん

な事業やっているんだって」と社会資源と

して紹介していただければと思います。ま

た、機会があれば地域で元気に活動してい

る「通いの場」に出向いてお話ししてみてく

ださい。パワーをもらえます！

6.インタビュアーより
　25年間の歴史のつまった内容で、特に事

業の企画運営に関しては、病院で働いてい

るだけでは得られない多様なスキルを学習

できる仕事だと感じました。この記事が介護

予防に興味をもつきっかけになればうれし

いです。



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。

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。

○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→お支払い管理→お支払い履歴・領収書発行

○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クレジットカードを推奨致します。
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



第2回北海道PT
パラスポーツミーティング

健康スポーツ局　障がい者スポーツ支援部

部長  塚田 鉄平

　9月10日に行なわれた第2回北海道PTパラスポーツミーティングの様子をお伝えしたいと思います。

　今回はパラスポーツを行う上で欠かす事が出来ない車椅子などの『道具』を制作しているCOM泉屋の泉谷昌洋氏を講師にお招きし、

ミーティングを開催しました。

　泉谷氏からは『障がいを持たれた方に安全なスポーツ環境を提

供するためには、安全性の確保が重要で、安価に行おうとすると事

故が起こったり、パラスポーツを支えている人が窮屈になったりし、

パラスポーツが先細りしていく危険がある。』という提言を基に活

動していることが示されました。お話の中で泉谷氏の工房で制作し

ている、障がいを持ったお子さんが小さい頃からできるだけパラス

ポーツがし易い車椅子に乗れるようにするためのアタッチメントの

紹介がありました。普通型車椅子につけてタイヤにキャンパー角を

つけたり、転倒防止装置をつける快適RACREC(価格4～8万：自

費)というアタッチメントです。また、補装具費支給制度を使い、自己

負担を軽減させた上でスポーツを楽しみ易くする姿勢を作るため

のシーティングクッションを制作しているとの事でした。

　泉谷氏からは理学療法士に対しては、これらの情報を当事者に提示をした上で、パラスポーツができるか選択してもらう事をお願い

したいとの事でした。またパラスポーツを体験するイベントや場所等を当事者に紹介してもらいパラスポーツの入り口になってもらい

たいとも伺いました。

　参加者からは、メンテナンスに関わる事や地域性の違いなどが議論として挙がり、参加者同士でコミュニケーションを取っていました。

　泉谷氏は毎週健常者、知的障がい、身体障がい、視覚障がい、聴覚障がいのある方などを集め、パラスポーツをする機会を作り、毎週

15名程集まり汗を流しています。

　成果を発表する場所として一年に一度、北海道アダプテッド

陸上大会が予定されています。

今回のミーティングでは、講師の体調不良もあり、開催日が変

更になった事で参加出来なかった会員の方がいたことは、お詫

び申し上げます。

　第3回のパラスポーツミーティングは12月17日にハイパ

フォーマンスセンターに勤務されている笹代純平氏をお招きし

て開催を予定しています。こちらでは、競技力向上に対するアプ

ローチ、医科学研究の進め方などに焦点を当てて行いたいと考

えています。是非多くの参加をお待ちしています。
ベビーロコ

快適RACREC（快適ラクレク）

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、本会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。

【メールでのお問い合わせ】 dsports.health.hpta@gmail.com



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。

　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。

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
（上級編）

日本の新たな国民病!?
ロコモティブシンドローム

【日本理学療法士協会発刊物】
〇理学療法ハンドブック①健康寿命
〇理学療法ハンドブック②脳卒中
〇理学療法ハンドブック③腰痛予防
〇理学療法士ガイド

【北海道理学療法士会発刊物】
〇スタートライン理学療法士への道（マンガ）
〇介護予防（マンガ）
〇膝の健康を維持しましょう
〇膝の健康を維持しましょう（上級編）
〇腰の健康維持に役立つ運動～臥位編～
〇腰の健康維持に役立つ運動～座位編～
〇肩の健康を維持しましょう
〇足の健康を維持しましょう
〇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。

　現在は、北海道道理学療法士会のスポーツ関連事業でスタッフを公募する際に、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。

健康スポーツ局　生涯スポーツ支援部

部長  仲澤 一也

登録・更新は
こちらから
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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。




