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令和３年度、道北支部役員が決定

各部の代表者より、

『まごころを君に』
（皆様にご挨拶です）

新年度に、おめでとう
コロナに、さようなら （したい・・・）

そして、全ての理学療法士に

ありがとう
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道北支部長 齊藤 浩平
（森山メモリアル病院訪問
リハビリテーション事業所）

今年度より、支部長を務めることとなりま
した齊藤浩平です。これまで約10年間道
北支部の役員として活動してきました。支
部活動は、研修会や症例検討会などの学術
的活動のほか地域での社会活動、スポーツ
支援など多岐にわたっております。また、
多くのセラピストとの交流もあり、職場の
垣根を越え様々な経験ができる場でもあり
ます。しかし、ここ1～2年はコロナ禍の
影響で支部活動も大きく形を変え、オンラ
インでの会議、研修会が主流となっていま
す。感染拡大が懸念される中、会員の皆さんと直接会うことは少ないと思い
ますが、様々な媒体を通じて協力し合い、学び合いながら道北支部を盛り上
がっていけたらと思います。今後とも宜しくお願い致します。

職能部長 大河原 和也
（社会福祉法人さつき会
フィットネス倶楽部コレカラ）

職能部長を務めさせていただきます大河原
和也と申します。理学療法士の働き方は
年々広がっており、介護予防やスポーツ、
行政、学校保健など幅広い分野で活躍してい
る方が増えています。職能部ではそのような
方々の働き方や活動について会員の皆様と一
緒に学びながら、理学療法士の専門性を生か
した活躍の場が増えるきっかけ作りができれ
ばと考えております。職能部は理学療法士の
将来を考えるうえで重要な位置づけにある部
門だと感じています。道北支部の地域包括ケアシステムの推進および、職域拡
大のお役に立てるよう尽力して参りますので、よろしくお願いいたします。

副支部長 塚田 鉄平
（旭川医科大学病院）

副支部長 内藤 孝洋
（旭川リハビリテーション病院）

今期より副支部長を務めさせていただきます内
藤考洋と申します。私はこれまで5期10年支部
役員として活動させていただいておりますが，
道北支部のストロングポイントは，熱意があり
バイタリティに富んだ会員の方が多いこと（役
員はもちろん），そして，各施設・会員同士の
つながりが広く強く顔の見える関係が築けてい
ることであると感じております。コロナ禍によ
り，多くの支部活動が制限される難しい状況下
ではありますが，会員の皆様が安心して参加・
活躍できる場が提供できますよう，常々アンテ
ナを張り，先々を見据え，知恵を絞って，支部
長・各部長をサポートしていく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

この度、副支部長を仰せつかることになり
ました。
斉藤支部長を支えると共に、地域での障が
い者スポーツ支援の体制づくりに尽力して
いきたいと思います。



学術・教育部長 大西 正剛
（旭川赤十字病院）

2期目の学術教育部部長を務めさせていただ
きます、大西正剛と申します。
1期目はCOVID-19の蔓延により他者との接
触を回避せざるを得なく、公私とも皆さんと
直接お会いすることができませんでした。対
面での研修会を開催は難しいですがICTの進
歩によりzoomをはじめとするビデオ会議シ
ステムのおかげで画面越しではありますが研
修会を徐々に再開することができています。
幸か不幸か、以前よりも簡単に遠くの方々と繋がることができるという、オン
ラインならではのメリットを感じることもできました。「#コロナウイルス」と
いう環境因子が改善されるのはまだまだ時間がかかりそうですが、患者さん・
利用者さんは待ってくれませんので、私たちも止まるわけにはいきません。道
北地区の研修会も従来通り有料に戻り、オンライン決済での運用になります。
慣れていない方には抵抗があるかもしれませんが、ぜひ道北支部の研修会を活
用してみてください！画面越しですが皆さんにお目にかかれることをお待ちし
ています！今期もよろしくお願いいたしますm(__)m

会計部長 森谷 大輔
（道北勤医協 一条通病院）

会計部長を務めさせていただきます、森谷大輔
と申します。会計部は主に道北支部・地区事業
の金銭管理や書類作成を行います。昨今は理学
療法の活動の場は病院内に留まらず地域の予防
事業やスポーツ支援など多岐にわたります。
また、コロナの影響により研修会などのオンラ
イン化が進んでいます。会計業務も複雑になり
ますが、皆様のお役に立てるよう尽力致します。

健康スポーツ部長 岩瀧 廣大
（森山メモリアル病院通所
リハビリテーション事業所）

今年度から新設された健康スポーツ部部長を拝
命致しました、岩瀧廣大と申します。やりがい
のある役割を与えて頂いたことを心から感謝し
ております。スポーツを健康のために行う方が
増えている中で、旭川では数多くのスポーツイ
ベントが開催されているため、理学療法を必要
としてくれている方々は大勢います。これまで、
救護活動、コンディショニング指導などの活動
を行ってきましたが、コロナの影響で現場に赴くことが難しくなってしまいま
した。コロナ渦でできることを皆様と模索し、理学療法を必要として下さる
方々のために努力していきたいです。どんな状況でも、例えあなたに技術・経
験・自信がなくても必ずできることがあり、必要としてくれる方々がいます！
院外での活動で【人に喜ばれる経験】を通して自己肯定感を育み、明るく前向
きな理学療法士を目指しましょう！！

However difficult life may seem, there is always 
something you can do and succeed at.
どんなに人生が難しく感じられたとしても、必ずあなたに出来る
こと、そして成功できることがあります。

Stephen William Hawking（ホーキング博士）



社会部長 髙木 一人
（旭川赤十字病院）

今年度より社会部部長を拝命いたしまし
た、髙木一人と申します。正直なところ
を申しますと、このような大役を仰せつ
かりまして、私に大任が務まるのか不安
でしかありません。私は病院内勤務です。
社会部の活動は地域の場となりますので、
いつもとは全く異なる環境で活動となり、
緊張と戸惑いしかありません。しかし理
学療法士としては、必要な場ですし自身
のレベルアップに繋がってくれているも
のだと思っております。今年度はコロナウィルスにて事業中止が続いておりま
す。今後、感染対策の上での対面式事業や、オンライン事業も取り入れること
模索中です。このような事業が模索できるのも、社会部スタッフあってのこと
ですので今後ともよろしくお願い致します。また道北支部の先生方にもご協力
頂くことがありますので、一緒に社会部事業を盛り上げて頂ければ幸いです。

事務部長 近藤 伸英
（北都保健福祉専門学校）

今年度より事務部長を務めさせていただく近藤
伸英と申します。昨年度まで6年間、広報責任者
として支部活動に関わらせていただきました．
6年間で支部ニュース作成や広報活動を通じ、
支部運営の重要性や大切さなどを学ばせていた
だきました。今後は前任の阿部先生の仕事を引
き継ぎ、道北支部・地区会員の皆様が日々の臨
床業務にしっかり臨めるように齊藤支部長や
他役員の方々とともに支部運営に携わっていき
たいと思います。2年間何卒よろしくお願い致します。

留萌地区幹事 木村 暁人
(留萌セントラルクリニック)

留萌地区幹事担当の木村暁人です。前回担当
でもあったのですが、コロナの影響により実
施予定の症例検討会を行えず任期延長で担当
させてもらっています。留萌地区初のオンラ
イン症例検討会開催を無事に開催出来るよう
責務を果たしていこうと思っておりますので
関係各所の皆様ご協力よろしくお願い致しま
す。

宗谷地区幹事 蠣崎 和史
(稚内偵心会病院)

引き続き宗谷地区幹事を勤めさせていただき
ます、稚内禎心会病院の蠣崎和史です。例年
行っていた「地域キャラバンin稚内」や「高
野連メディカルサポート」はコロナの影響に
より実施が困難な状態です。同様に宗谷地域
リハビリテーション広域支援センターも現在
は活動しておりません。その反面、オンライ
ン研修が増え、道北支部の研修会を始め、
様々な研修会に気軽に参加できるようになり
ました。宗谷地区から旭川や札幌の研修へ参
加する場合、移動時間や宿泊等大変な面もあります。オンライン研修の機会が
増えたことをプラスに捉え、コロナ禍を乗り切りたいと思います。また皆様と
会える日を楽しみにしております。



上川北部地区幹事 遠藤 理沙
（名寄三愛病院）

名寄市立総合病院佐野先生から引き継ぎ、
上川北部地区幹事を務めさせていただくこと
になりました名寄三愛病院の遠藤理沙と申し
ます。今年度の事業としてはダイハツ「健康
安全運転講座」や高野連名寄支部メディカル
サポートを予定していましたが、コロナ渦の
影響で全て中止になりました。また、職場で
もコロナ対応に追われています。上川北部地
区も引き続き感染対策に努めていきます。
皆様のお役に立てるよう努力して参りますの
で今後ともよろしくお願い致します。

富良野地区幹事 安斎 千善
（富良野協会病院）

今年度も富良野地区幹事を務めさせて頂きま
す富良野協会病院の安斉と申します。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大により、医療・福
祉・地域にも大きな変化がもたらされウィズコ
ロナ、アフターコロナに向けた新たな価値観や
地域での取り組みも求められています。そのた
め今まで以上に医療の専門職と地域住民、行政
との連携を図り地域包括ケアシステムの構築を
目指していきたいと思います。微力ではありま
すが本会の発展のために努力してまいります。
どうぞよろしくお願い致します。

上川中部地区幹事 片野 真奈未
（森山メモリアル病院指定訪問
リハビリテーション事業所）

上川中部地区幹事として4期目を務めさせていた
だくことになりました、片野真奈未と申します。
道北支部は広域であり、地区ごとの特性や課題
などもあるかと思います。各地区幹事の方々と
連携を図り情報共有していきたいと考えており
ます。また、上川中部地域リハビリテーション
推進会議作業部会、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に参加させてい
ただいています。微力ではありますが皆様のお
役に立てるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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第1回 令和３年度道北支部役員会議 議事録

開催日時：令和3年6月28日(月) １９：００〜２０：３０
開催場所：Web(zoom)
出席者：千葉恒、齊藤浩平、塚田鉄平、内藤考洋、近藤伸英、大西正剛、岩瀧廣大、
高木一人、大河原和也、森谷大輔、片野真奈未、鈴木優太朗、小笠原香織
※本会議は、Web会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、
出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明がお互いに可能な状態を確
認した上で開催した。

【議 事 内 容】
議題１ 支部長報告
Ⅰ．第2回理事会から（6月12日）総会後に新理事を迎えて、理事会を開催
1）会長の選定ならびに副会長及び常任理事の選定について会長の選出では、4度
の投票を経て柿澤雅史氏副会長、常任理事：信太雅洋氏、濱本龍哉氏、杉原俊一
氏、高橋尚明氏事務局長（仮）に小林巧氏学術局長：橋田浩氏、教育局長：加藤新
司氏、社会局長：近藤和夫氏、職能局長：千葉恒氏、健康スポーツ局長：梅本かほ
り氏、支部事業局長：阿部隆宏氏
2）新入会及び復会の承認について
新入会190名及び復会6名の申請（令和3年5月1日～令和3年5月31日届出受理分）
について
3）支部役員の追加について
山﨑真緒（社会福祉法人北海道仕愛会老人ホームデイサービスセンター憩いの苑）
4）北海道理学療法士学術大会の開催時期について
令和5年度の第74回学術大会以降開催時期を従来の秋季（10～11月）へ変更する
5）会員異動（令和3年5月1日～令和3年5月31日届出受理分）
・新入会：190名、転入：1名、転出：2名、休会：3名、退会：2名（任意2・除名0・物故0・
未納0・休会期間経過0）、道内異動：79名
・総会員数：6,813名（在会：5,773名、不明：19名、休会：932名、権利停止：89名）
6）その他
①（理事）新プロ必須では認定専門を持っていない講師でも良いか
→新プロの講師は、認定専門は不要である。新プロ終了後に研修会等でポイン
トを取るのであれば講師は必要である。

7）8月28日（土）13：30～16：30 第3回理事会 会場：カミヤマビル会議室（開催方法
未定）

8）7月19日に役員研修会：そこで臨時理事会が開催予定

Ⅱ．支部長としての活動：特になし
○検討事項
1）新人歓迎交流会の開催について
7月30日にWeb開催（Zoom使用）。19：00～の予定。
内容は齊藤支部長のミニレクチャーと支部事業紹介・報告。その後新人挨拶を行う。
2）Zoomのアカウントの運用について
事務部長が道北支部のアカウント運用規約案を作成。役員からの了承が得られた
ため、今後は運用規約に則り、道北支部のZoomアカウントを管理・運用していく。
3）地区幹事の役員会参加について
今後は各地区幹事の先生方の重要性も増すため、9月からの役員会議に参加して
いただく方向で調整を行う。今年度の予算変更をしなければいけないため、齊藤支
部長が8月の理事会に提出し承認を頂く予定。
4）函館学会：道北支部から大河原和也先生が「優秀演題賞」、大河原七生先生が

「大会長賞」を受賞。
5）道士会から支給されたPC・プロジェクターの管理
今後、支部学会や研修会等で使用する可能性があるため、学術部で管理すること
となった。
6）各部局の公文書類の伝達方法について
支部長宛の書類や支部長名での依頼文等はすべて公文書として取り扱うことに
なっている。基本的には半期ごとに道士会事務局に報告するため、公文書等は
速やかに事務部長までデータ送付、原本送付を行うこととする。
7）各団体への支部長及び部長変更の連絡
前役員宛に依頼文などが届いた際はその都度、支部長と事務局が変更された旨
を伝えることとする。

議題２ 事務部報告
Ⅰ．道北支部のInstagramアカウントの開設について
現在、道北支部ではFacebookページにて研修会などの周知を行っている。しかし、
若い会員はFacebookを利用しておらず、SNSの利用としてはInstagramが主である。
今後、若い会員に向けて研修会の周知をする際はInstagramも併用した方が効果
的であると考えるため、道北支部のInstagramアカウントを開設したいと考えている。
→ 役員全員の承認を得たため、道北支部のInstagramアカウントを開設し運用する。



議題３ 学術部報告
Ⅰ．支部事業
1）第１四半期研修会報告
・第1回学術教育部会議実施 ・研修会開催はなし
2）第2四半期研修会予定
・7月15日にZoomで開催
第1回症例検討会(小児)の開催予定。現在申込み15名。
オンライン参加のため道外からの参加者あり。
3）年度内予定
・第4回道北理学療法学術大会進捗
役員決定：大会長(呂隆徳)、総務部長(内藤考洋)、情報管理部長(塚田鉄平)・

部員(佐藤弘也)運営部長(村岡法彦)・部員(伊東修一)、会計部長(森谷
大輔)・部員(太田雄介) 、準備委員長(大西正剛)

・テーマ：「痛み」 背景～痛みの定義の改訂があったこと
疾患・病期に関わらずPTの介入対象になる症状の一つでQOL改善には必要不可欠
な領域であるPTが、痛みの「最後の砦」になれるように痛みの定義、メカニズムにつ
いての講義+指定演題を2演題程設け、沖田先生からのアドバイス、考察をいただく
機会を設ける。
・講師：沖田実氏（長崎大学 生命医科学域・保健学系 教授）

（大学院医歯薬学総合研究科 理学療法学分野 教授）
博士（医学・長崎大学)修士（経済学・長崎大学)学士（社会学・佛教大学)

→ 郵送での講師依頼中。
・今後：講師からの返答待ちで日時決まり次第、道士会に申請し、演題募集(8題)も

開始予定。(道北支部会員演題中心)
4）第2回道北学術研修大会進捗
・役員決定：大会長(齊藤浩平)、準備委員長(北山謙一郎)、部員(角井孝多) 他
・テーマ：未定
・講師：選定中
5）症例検討会（整形）は演者を公募予定。

Ⅱ．その他
・Zoom使用での支部研修会が始まるため、アカウント使用・Zoom操作方法、出席
者出力方法などの操作方法の理解を進める。
・オンライン規約や運用方法など、随時更新していく。

議題４ 社会部報告
Ⅰ．社会部の活動報告
・主な活動はなし（コロナウイルス拡大の影響にて）
Ⅱ．今後の社会部の事業予定
・理学療法の日イベント （健康スポーツ部と協同し、7月17日に実施予定。）
・令和3年度健康安全運転講座（ダイハツ事業）→ 旭川（北彩都店） 9月予定
・令和3年度健康安全運転講座（ダイハツ事業）→ 士別（いきいき健康センター） 9

月予定
Ⅲ．令和3年度の中止となった社会部事業
・旭川健康祭り → 5月
・令和3年度健康安全運転講座ダイハツ事業旭川（北彩都店） → 6月
・令和3年度健康安全運転講座ダイハツ事業士別（いきいき健康センター） → 6月
※5/20に事前会議（オンライン上） 士別在住PT出席。

Ⅳ．その他
・日本理学療法士協会 → 3密を避けられる企画（オンラインなどを利用した新企画）
・北海道理学療法士会 → 日本理学療法士会の考えを踏襲
・ダイハツ事業について → 日本理学療法士協会より資料改定版送付 （全国統一の

実施ではない）。三重県でオンラインで実施成績も有り。
議題５ 健康スポーツ部報告
Ⅰ．健康スポーツ部の活動報告
1）健康スポーツ部・社会部合同Web会議
日時：令和3年6月24日(木) 19:00～20:00
内容：健康スポーツ部と社会部のこれまでの状況報告、今後の予定を確認。特に理

学療法の日イベントに向けて役割分担、期日などを確認した。
Ⅱ．今後の健康スポーツ部の事業予定
1）理学療法の日イベント(社会部と合同で実施)
日時：令和3年7月17日(土) 場所：Web
内容：理学療法士がスポーツイベントなどで999ACの皆様をサポートした時の写真を
まとめたスライドショー、コンディショニング動画を作成し、999ACのコーチにデータを
送る。その後、個人情報に問題がないことをコーチに確認して頂き、999ACの
Facebook、およびYouTubeチャンネルで配信し、自宅でもコンディショニングを行える
ようにする。→動画に関しては道北支部として発信する予定である。そのため、動画
の内容等に問題がないかどうかを社会局の近藤和夫先生に内容等を一度確認して
いただき、問題がなければ道北支部として動画を配信する。



2）旭川地区・名寄地区高校野球メディカルサポート秋季大会 令和3年9月予定
3）VASALOPPET JAPAN 令和4年3月予定
Ⅲ．令和3年度の中止となった健康スポーツ部事業
・アドベンチャーレース 5月
・旭川地区、名寄地区高校野球大会メディカルサポート(春5月、夏7月)
・高校野球北北海道大会メディカルサポート(旭川) 7月
・旭川ハーフマラソン 9 月
Ⅳ．その他
・旭川市スポーツ推進委員について
旭川市からの依頼で岩瀧廣大会員（森山メモリアル病院 通所リハビリテーション
事業所）、塚田鉄平会員（旭川医科大学病院）が令和3年6月1日より2年間務める
こととなったが、新型コロナウイルスの影響で今後の具体的な業務内容は未定。
4,000円/月が支給されるが、研修費、備品代などが差し引かれ1,500円/月程度に
なるとのこと。

議題６ 職能部報告
Ⅰ．地域リハビリテーション活動支援事業への従事状況
1）旭川市

通いの場の支援 個別訪問支援 地域ケア会議
PT 4 12 0
OT 1 7 0
ST 0 0 0 （件）

2）上川中部
・美瑛町 PT 地域ケア会議 １件

Ⅱ．リハビリ体操指導士養成講習会
1）旭川市
・令和2年度までの養成人数 3級：246名 2級：22名
・令和3年度養成講座予定
・3級 ⇒ ・神居公民館（5～7月）43名申し込み ：緊急事態宣言発令に伴い中止

・CoCoDe（5～7月）25名申し込み ：緊急事態宣言発令に伴い中止
・2級 ⇒ ・東地区体育センター（7～10月）27名申し込み ：開講予定
2）中富良野町
・令和2年度までの養成人数 43名
・令和3年度養成講座予定 11～1月
・コロナ禍の活動状況 各地区の判断で実施、全団体の8割程度

3）猿払村
・令和2年度までの養成人数 16名
・令和3年度養成講座予定 11～1月
・コロナ禍の活動状況 各地区の判断で実施、全団体の5割程度
4）鷹栖町
・令和2年度までの養成人数 36名
・令和3年度養成講座予定 11～1月
・コロナ禍の活動状況 各団体の判断で実施、全団体の7割程度
→ 次回の会議からは各地区幹事に参加していただき、各地区幹事から詳細を
報告していただく予定。

Ⅲ．職能部主催研修会案
日時：12月11日（土） 時間未定（全体集会の前）
テーマ：「介護保険領域の新人や若手の教育」
講師：村岡洋平先生（製鉄記念室蘭病院 訪問リハビリテーションセンター所長）
形式：Zoomを使用したWeb形式

→職能部研修会については、今年度の予算計上をしていないため、8月の理事会ま
でに事業計画書と予算書を作成。齊藤支部長から理事会に提出していただき、
承認が得られれば事業を進めることとする。
議題７ 地区幹事報告
Ⅰ．第1四半期 地区幹事報告
1）上川中部地区
・上川中部地域リハビリテーション推進会議：総会未定・作業部会は活動自粛中
・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：8月開催予定
2）上川北部地区
・ダイハツ工業との「健康安全運転講座」士別市開催 中止
・高野連名寄支部メディカルサポート：春季北海道大会名寄支部予選 中止
・上川北部地域POS勉強会 中止
・上川北部保健福祉医療圏域連携推進会議「生活習慣専門部会」 未定
・HARP 中止
3）宗谷地区
・宗谷地区研修会（旧：地域キャラバンin稚内）：今年度は対面での開催難しい
・HARP 地域リハ活動支援事業 緊急事態宣言下は中止、7月から再開予定
・高野連名寄支部メディカルサポート：中止
・宗谷地域リハビリテーション推進会議：7月から再開予定



4）留萌地区
・症例報告会：Zoomでの開催予定
・個別ケア会議など 中止
・留萌保健医療福祉圏域連携推進会議 在宅医療・ケア専門部会 中止
5）富良野地区
・HARPの活動 地域ケア個別会議 開催
・サロン活動 緊急事態宣言下は中止していたが、再開

議題８ 会計報告
・特になし

議題９ 広報報告
Ⅰ．7月発行支部ニュースについて
・新役員のあいさつを支部ニュースに載せたいと考えている。
7月17日までに挨拶文と顔写真をいただきたい。
・大河原先生夫妻が函館学会で優秀演題賞と大会長賞をそれぞれ受賞しました
ので、コメントを頂きたいと検討中。

次回会議予定
・令和3年9月6日を予定。

道北支部掲示板

志
大会長 千葉 恒（介護老人保健施設ふらの）

主催 公益社団法人 北海道理学療法士会
担当 道北支部

日時 2022年6月 25日(土)

26日(日)

第73回 北海道理学療法士学術大会



第７３回北海道理学療法士学術大会が旭川で開催されます！
道北支部のFace book、Instagramもご確認ください。

編集後記

💚フォロー待ってます💚

非常に暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。当院でも熱中症関連の救急搬送が多く、季節の
流れを感じております。脱水や電解質異常をきたし、基礎
疾患の増悪や急性腎不全などで安静を余儀なくされ、リハ
ビリが必要となる患者様も多いです。自分は担当患者様に
対し、熱中症予防についても重点的に指導し、少しでも再
入院の可能性を下げようと試みています。また、自分たち
理学療法士も病室など、気温の高い状況での介入を余儀な
くされることも多いです。こまめな水分補給を行い、自分
の身を守りながら日々の業務に励みたいと思います。道北
支部の皆様もお体にお気をつけ下さい。

道北支部事務部広報責任者 鈴木優太朗

Face book Instagram


