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理学療法の日イベント

道北勤医協一条通病院 リハビリテーション科
理学療法士 西舘 礼唯

平成29年7月15日に理学療法の日イベントとして、旭川忠和公園でトレーニン
グを行っているスポーツチームを対象とした理学療法PRイベントが開催されま
した。当日は気温が30℃を越える炎天下の中、発達障害などの障がいを持つ
方々約10名とそのご家族の方に参加して頂きました。
今回のイベントでは、主に陸上競技を実施している方やご家族に対しウォー

ミングアップやストレッチングなど、セルフコンディショニングの指導を行い
ました。今回サポートさせて頂いた選手の方々は10代中心と若く、各大会にお
いて入賞経験がある一方で様々な問題を抱えて練習を行っていました。痛みを
抱えた状態での練習を継続し慢性的な痛みとなっている方、練習を休むことで
パフォーマンスが落ちてしまう事を恐れ病院に受診できないまま練習を行って
いる方、複数の習い事を掛け持ちしているため十分な休息時間を確保できない
方などがいました。そのような選手に対し、十分なセルフコンディショニング
の指導を行う事の難しさを感じたと共に、地域スポーツ場面における理学療法
士の業務や必要性を再確認する良い機会となりました。また、実際にサポート
させて頂いた方々からも「参加してよかった」、「次も来たいな」などといっ
た言葉を頂けたため、私自身も自信に繋がり達成感を感じることができました。
今回のPRイベントをきっかけに、今後のスポーツ領域の理学療法士活動によ

り選手自身がセルフコンディショニングに対して興味を持ち、自ら取り組むこ
とが出来るような指導・関わりを行っていきたいと思います。
最後に、今回のサポート活動を通して、理学療法士の活動や社会的位置づけ

についてPRすることが出来た事を心から感謝いたします。
ありがとうございました。
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道北支部掲示板

旭川がんのリハビリテーション研修会募集要項 

がんのリハビリテーション研修会は「がんのリハビリテーション」に精通した人材の育

成と「がんのリハビリテーション」の普及を目的に実施しています。平成26年度から、各

都道府県での研修会開催が可能になり、がん患者リハビリテーション料に関する施設基準

のうち「適切な研修」の要件を満たすものです。 

研修会名  旭川がんのリハビリテーション研修会 

主  催  旭川がんのリハビリテーション研修会実行委員会 

開催日程  Ｈ29 年 11 月 11 日（土）9：00～19：10～11 月 12 日（日）9：00～15：20 

開催場所  北都保健福祉専門学校 2 階第 1 臨床講堂（旭川市緑が丘東 1条 2丁目 1-28） 

募集定員  24 施設 96 名 

応募資格  ①研修終了後、施設内で指導や研修ができる立場の方を選出してください 

②医師 1 名、看護師 1 名、および作業療法士、理学療法士、言語聴覚士の中 

から 2 名で、同一施設からのチーム参加が必須です 

③1 施設からの応募は上記①、②の条件を満たしている４名となります 

修了条件  受講修了証は同じ人による完全受講が条件で、2 日目の最終セッション終了 

後にお渡しいたします。 

参加費用  一施設 60,000 円 

申込方法  別紙申し込み用紙に必要事項を記入の上、下記連絡先に FAX して下さい。 

募集期間  平成 29 年 8 月 28 日（月）9：00 開始～9 月 8 日（金）締切とします。 

（先着順と致します） 

受講決定  ①道内の医療機関を優先に致します 

について  ②2 組以上での申し込みについては、1 組目を優先的に決定させていただき、 

2 組目以降は締め切り後に空きがある場合に限り、希望のあった施設にご連 

絡させていただきます 

③申し込み順に順位付けを行い、上位の施設から順に受講候補施設とします 

④受講候補施設に後日受講内諾通知をメール配信いたします。受講内諾通知に記 

されている振込口座に受講費の振込みをお願いいたします 

⑤振込期間内の入金が確認できた時点で申し込み完了、受講決定となります 

⑥期日内に入金が確認できない場合は次の候補施設へ受講の案内をさせてい

ただきます。 

⑦申し込み完了後の返金は原則的にいたしかねます。 

⑧募集期間前のお申し込みは無効といたします 

連絡先    

〒078-8510 旭川市緑が丘東 2 条 1 丁目 1－1 旭川医科大学病院リハビリテーション部 

旭川がんのリハビリテーション研修会事務局 村岡 法彦 

          TEL：0166-69-3550   FAX：0166-69-3551 

～学術部より重要なお知らせ～
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

フの負担軽減を主目的に行っております。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、

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。

また、昨年度より領収書の発行にも事前の申込みが

必要となっております。事業当日は事前に申し込みがなけ

れば領収書は発行できませんのでご注意ください。



(3)その他
○第2回道北理学療法学術大会について
講演：対馬栄輝氏（弘前大学）の講演内容は9月に決定予定
昨年同様演題発表を行う予定

○第3回道北理学療法学術大会について
・全道研修会廃止に伴い，各支部単位での研修会開催へ移行する方針
・道北支部では，道北学会との同時開催を検討
・検討中のテーマ：筋機能に対する理学療法（仮）
結果：承認

議題：社会部報告
内容：
(1)活動報告
○H29年5月19日～21日 第56回春季北海道高等学校野球大会旭川支部予選（旭川スタルヒン
球場）
○H29年5月20日～21日 第56回春季北海道高等学校野球大会名寄支部予選（士別市ふどう球
場）
(2)活動予定
○H29年6月10日 旭川健康祭り（旭川大雪アリーナ）。6月7日に事前オリエンテー
ション（森山メモリアル病院）
H29年7月15日 理学療法の日（忠和公園）
H29年6月27日～7月4日 第99回全国高等学校野球選手権大会 北・北海道旭川支部、名寄支部
予選メディカルサポート（旭川スタルヒン球場、士別市ふどう球場）
結果：承認

議題：職能部報告
内容：
(1)活動報告
○H29 年4月20日 第1回運動ボランティア養成講座開設に向けての企画会議
・目的～知識の豊富な積極的なリーダーを養成することで、数多い自主サークル全体の質の底
上げを図り自主化を促す。
・主催～北海道理学療法士協会道北支部主催として事業展開してはどうか
・参加費～無料
・開催時期～9月頃
・会場手配～各地域包括支援センターで検討し次回会議にて報告
・会場費、資料印刷費～包括センター負担予定
・セラピスト講師料等～包括センター側で予算捻出困難。ボランティアでの活動支援予定
・講座内容、開催時間、頻度～今後検討していく。3時間程度の講座を1週間に1回、もしくは2
週間に1回で全5～6回を予定。期間としては約2か月間
○H29年4月25日イオン西店において地域包括支援センター啓蒙活動支援
・地域包括支援センター（北星・旭星、春光・春光台、末広・東鷹栖）、道北支部社会部支援
○H29年5月18日 2回運動ボランティア養成講座開設に向けての企画会議（5月18日）
・主催を理学療法士会、共催を包括支援センターとして検討していく
・開催日程～H29年9月6日から11月8日、毎週水曜日13：30～16：30の3時間。全10日間で予定
・会場～北部地区センター
・費用負担について～森山メモリアル病院と3包括支援センターで4分割し負担可能
・今後、講座内容を具体的に検討し、参加者公募については、ポスター作成し、各包括セン
ターが関わっているサークル等において呼びかけていく。

平成29年度第１回道北支部役員会議
日付：平成29年5月27日
時間：16:00～17:00
場所：旭川コートホテルB1Fプリミエール
出席者(12名)：木村・前田・千葉・齊藤・岩瀧・内藤・太田・片野・

小林・近藤・松岡

議題：理事報告
内容：
(1)活動報告
○H29年5月20日（土）H29年度 第１回理事会（カミヤマビル会議室）
・第68回北海道理学療法士学術大会企画書の一部変更
・特別企画：排泄自立支援領域の理学療法セミナーを追加
(2)活動予定
○H29年6月10日（土）道士会第8回定時総会
結果：承認

議題：支部長報告
内容：
(1)活動報告
○H29年4月8日 北都保健福祉専門学校入学式
○5月17日（水）19:00～ 上川中部リハビリテーション推進会議総会出席
○5月25日（木）18:30～ 住まいるイン旭川総会及び懇親会出席
結果：承認

議題：事務部報告
内容：
(1)活動予定
道北支部ニュース116号発行予定
結果：承認

議題：学術教育部報告
内容：
(1)活動報告
○H29.5.25 道北支部平成29年度第1回学術・教育部会議（CoCoDe）
・今年度の事業予定，業務内容（特に会計関連の業務・必要書類等）についての確認
・支部主催研修会における必要経費支給に伴う書類作成業務が増加⇒会計部への情報確認や
学術部内での情報共有を図りながら実施
(2)活動予定
○H29.7.20 道北支部平成29年度新人教育プログラム選択研修会2-1 講師：内藤考洋氏（旭
川リハビリテーション病院）
・テーマ：「D-2 生涯学習と理学療法の専門領域」
・HPへ情報公開・開催要項周知済み
○H29.8.5 道北支部平成29年度第1回研修会 講師：京都大学大学院・建内宏重氏（場所：北
都保健福祉専門学校）
・HPへ情報公開・開催要項周知済み

議事録



○宗谷地区
1.地域キャラバンin稚内：9/30『（仮）神経内科疾患のリハビリテーション』
講師 旭川医科大学病院 塚田 鉄平氏

2.高野連名寄支部メディカルサポート： 5/20、21（春季）実施済み
7/1、2（夏季） 9/16、17（秋季）予定

3.宗谷地域リハビリテーション広域支援センター総会・意見交換会：4/15（実施済み）
○留萌地区

1.平成29年度留萌地域保健医療圏域 連携推進会議：8月、2月頃
2.旭高野連メディカルサポート：5月春季大会（参加済）、7月夏季大会、9月秋季大会（予

定）
○富良野地区
1.北海道リハビリテーション専門職協議会（HARP）での介護予防事業

議題：次回支部役員会議日程について
日程：7月4日（火）予定
会場：CoCoDe

文責者：道北支部 事務部 部長 阿部 慎一

平成29年度第２回道北支部役員会議
日付：平成29年７月４日
時間：19:00~20:30
場所：旭川市民活動交流センターCoCoDe
出席者(11名)：前田・千葉・齊藤・岩瀧・内藤・太田・片野・尾形・小林・近藤・阿部

議題：理事報告
内容：
(1)理事会活動報告
6月10日 平成29年度第1回臨時理事会（北海道経済センタービル第3会議室）
・道北支部での運動サークルリーダー養成事業が承認された。
(2)理事活動予定
7月8日 平成29年度第3回常任理事会
8月26日 平成29年度第1回ブロック協議会、平成29年度第2回臨時理事会
8月27日 平成29年度第1回支部事業局会議
結果：承認

議題：事務部報告
内容：
(1)事務部活動報告・予定
・道北支部の備品リストを今後事務部で管理していく予定。
・7月末に支部ニュース発刊予定
結果：承認

(2)活動予定
○旭川市地域リハビリテーション活動支援事業の継続支援
○講話等資料の情報共有の確立
GoogleDriveを使用。アカウントの共有。個人情報等の取り扱いには十分注意し、更新、ダウン
ロードを自由にする。
○運動ボランティア養成講座開設に向けての活動
(3)その他
○旭川市地域リハビリテーション活動支援事業（平成29年4月1日より1年間）について
・旭川市より各施設へ依頼書、事業従事方法についての回答書が送付された。
・事業従事者の報償費の取り扱い区分が決定した。
・実施報告書について～旭川市に提出用の実施報告書とHARPに提出用の実施報告書は別の書式に
て提出していただく。→市町村担当者に周知済。
・講話資料等の共有化の検討。
・イレギュラー等に対し、その都度対応し、情報を共有していく。

○旭川市内における11地域包括支援センターエリア内の運動サークル、サロン等に対し支援。
・11包括 × 12か所／年 ＝132か所（最大）／年
・出勤回数は132か所 × ２回＝264回をPT、OTが支援する。
・このうちPTが担当するのは、約半数程度と予想。
○体力測定・講話等への支援
・データの管理（今後の活用に向けた対策の検討）
・参加スタッフの課題解決
・情報網の確立など議題
○地域ケア会議
・会議参加体制の整備
・派遣調整
・課題の抽出など
○運動サークル リーダー育成養成講座の検討
・現在のリーダーは高齢化、正確な知識がないことが問題となっている
・支部活動として活動していく予定
・作業チーム設置、講座内容の検討、テキスト作成、モデル地区での事業の実施など検討

議題：会計部報告
内容：会計状況報告

議題：地区幹事報告
内容
(1)活動報告・予定
○上川中部地区
1.上川中部地域リハビリテーション推進会議：5/ 17総会出席 6月以降作業部会（月1回程度）
2.旭川市医療・介護連携推進検討会（未定）
3.上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会（未定）
4.地域キャラバンin稚内への協力

○上川北部地区
1.上川北部地域リハビリテーション推進会議（未定）
2.上川北部地区PT,OT,ST合同勉強会（年に数回を予定）

→5/19『在宅での生活を支えるために～リハビリテーションの役割と連携』（実施済み）



＜次号予定＞

 新人あいさつ
 支部事業活動報告
 道北支部掲示板
 平成29年度役員会議議事録

～編集後記～
７月は真夏日が続きました。私事ですが、珍しく夏風邪を引いてしまい、

夏バテと合わさって１週間以上体調を崩してしまいました。年々、体力が落
ちていると実感しています。まだまだ夏は続きますので、会員の皆様もご自
愛ください。

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.jp

議題：学術教育部報告
内容：
(1) 学術教育部活動予定
7月13日 道北支部平成29年度第１回症例検討会（小児部門）
7月20日 新人教育プログラム選択研修会2-1 D-2生涯学習と理学療法の専門領域
講師：内藤孝洋会員（旭川リハビリテーション病院）
8月5日 道北支部平成29年度第1回研修会 協調からみる姿勢制御と歩行
講師：建内宏重氏（京都大学大学院）
9月13日 道北支部平成29年度第2回症例検討会。講師：未定。
結果：承認

議題：社会部報告
内容：
(1)社会部活動報告
5月10日～16日、19日、23日 第56回春季北海道高等学校野球大会旭川支部予選（旭川スタルヒン
球場）
6月10日 旭川健康祭り（旭川大雪アリーナ）。10名のスタッフで109名を対応。
6月27日～7月4日 第99回全国高等学校野球選手権大会北・北海道大会旭川支部、名寄支部予選
メディカルサポート（旭川スタルヒン球場、士別市ふどう球場）
(2)社会部活動予定
7月15日 理学療法の日に関して（忠和公園）
7月15日～23日 第99回全国高等学校野球選手権大会北・北海道大会（旭川スタルヒン球場）
結果：承認

議題：職能部報告
内容：
(1)職能部活動報告・予定
6月18日 職能部長会議、職能研修会（札幌医療リハビリ専門学校）
・施設管理者ネットワーク構築事業を前年度に実施しており、今後、各支部において施設管理者
ネットワークを通しての配信依頼が増えていく予定。今後リスト作成する必要あり。支部メール
にて、情報（施設名、施設電話番号、理学療法管理者氏名、管理者の会員番号、メールアドレ
ス）の登録を依頼予定。
・施設管理者研修会（各支部）兼協会指定管理者研修（初級）を今年度中に開催予定。職能事業
部より、施設管理者ネットワークでの配信を指示されているが、完成までは、支部メールにて施
設管理者宛てで配信していく。
・HARP基金が今年で終了。HARP主催の研修会事業（OJT研修、介護予防研修）は、今年まで無料。
〇研修会（地域包括システムとリハビリテーション、講師：濱本 龍哉氏）について
各支部で伝達講習を実施していく予定。施設管理者研修会と同様にビデオ研修とワークショップ
での実施が可能。12月の職能研修にて実施予定。
〇あさひかわリハビリ体操指導士3級養成講座について
・開催日時：H29年9月6日～H29年11月8日 毎水曜日 13：30～16：30 全10回
・共催：末広・東鷹栖、春光・春光台、北星・旭星地域包括支援センター
〇旭川市地域リハビリテーション活動支援事業活動について
・現在まで、PTからの実施報告は、神居・江丹別6か所、豊岡1か所、東旭川・千代田1か所の計8
か所。
結果：承認

議題：会計部報告
内容：会計状況報告
結果：承認

議題：地区幹事報告
内容：
上川中部地区
1.上川中部地域リハビリテーション推進会議：5/ 17総会出席 6/15作業部会（月1回程度）
2.旭川市医療・介護連携推進検討会（未定）
3.上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会：6/30（次回2月頃）
上川北部地区
1.上川北部地域リハビリテーション推進会議（未定）
2.上川北部地区PT,OT,ST合同勉強会（年に数回を予定）

→5/19『在宅での生活を支えるために～リハビリテーションの役割と連携』
宗谷地区
1.地域キャラバンin稚内：9/30『神経内科疾患のリハビリテーション』

講師 旭川医科大学病院 塚田 鉄平氏
2.高野連名寄支部メディカルサポート： 5/20、21（春季） 7/1（夏季）実施済み。※7/2雨天延

期 7/3対応困難。9/16、17（秋季）予定
3.宗谷地域リハビリテーション広域支援センター総会・意見交換会：4/15

留萌地区
1.平成29年度留萌地域保健医療圏域連携推進会議：8月・2月頃（日程調整中）
2.高野連メディカルサポート：5月春季、7月夏季、9月秋季（変更なし）
富良野地区
1.北海道リハビリテーション専門職協議会（HARP）での介護予防事業
4～6月 計8回程実施（今後も2～3回/月程度の頻度を予定）
内容：サロンへの体操指導（評価）、サロン研修会（講演会）、施設職員への介護技術指導など
結果：承認

文責者：道北支部 事務部 部長 阿部 慎一


