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介護老人保健施設ふらの
千葉 恒 先生

北海道理学療法士会 常任理事の御紹介

道北支部会員の皆様、理学療法士の仕事は好きです
か？この仕事に誇りを持っていますか？「志」を忘
れていませんか？次の世代に胸を張ってこの仕事の
素晴らしさを伝えられますか？
私は、理学療法士の仕事に就いて20年が経過しまし
た。今年の3月まで10年間、道北支部役員として、
またこの2年間は北海道理学療法士会の理事としても
活動してきました。理事になったのは、支部ファー
ストの道士会運営を実現させたいと考えたからです。
道士会は各支部を支える役割、各支部はそれぞれの
地域のニーズに合わせた活動を展開していく。支部
会員のため、ひいては道民の健康増進に貢献してい
くため、引き続き、頑張っていきたいと思います。
今年の6月からは、職能局長を拝命致しました。職能局というのは、理学療法士
の仕事の素晴らしさを世の中に伝えていくことや職域拡大を考えていく部署で
す。近年の地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割を考えると、病院
のリハビリ室だけではなく、介護保険領域や介護予防・生活支援といった様々
な場面において、関係機関と連携しながら、質の高い理学療法を提供できる人
材が、求められています。「志」を忘れずに、日々精進していきたいものです。
また、供給過多の時代がそこまできています。日本理学療法士協会には職能推
進課という部署があります。協会の会長は厚労省のお役人とも交渉しています。
日本理学療法士連盟という組織は国会議員の中に理学療法士を輩出するために
活動しています。協会も連盟も道士会も、実はすべて、若いセラピストが、こ
の先も働き先に困らないよう、理学療法士として誇りをもって本来業務が続け
られるよう、もっと言えば、若いセラピストの生活を守るべく活動しているの
です。
大好きな理学療法士の仕事を、どうやって後世に残し伝えていけるか、今の自
分に何ができるかを考えながら、過ごしていきたいと思います。



先日、オンラインで開催されました
『第72回北海道理学療法士学術大会』にて…

大河原和也先生、大河原七生先生ご夫妻が
それぞれ優秀演題賞、大会長賞を受賞されました！

🌺 🌺

「学会長賞を受賞して」Tptティプト 大河原七生

この度、第72回北海道理学療法士学術大会の学会長をいただきまし
た。まず「幼児を対象とした浮き趾の実態調査と今後の展望」という
研究を行うに際し、コロナ禍にも関わらず多くの方にご理解とご協力
を頂きましたことをこの場をかりてお礼申し上げます。本当にありが
とうございました。測定に一生懸命協力してくれる子どもたちを見て
いると、その健やかな未来を願わずにはいられませんでした。
私は理学療法士として小児や足部を専門にしてきたわけではありま
せんので、今後も研究を続けながら自らの知識も深め、日常の臨床業
務にも生かしていきたいです。今回の受賞は私にとっては身に余るも
のですが、これからも研究を継続する後ろ盾をいただいたと思いなが
ら研鑽を積んでいきたいと思います。

「優秀演題賞を受賞して」フィットネス倶楽部コレカラ 大河原和也

この度、第72回北海道理学療法士学術大会の優秀演題賞をいただき
ました。思いがけない受賞、かつ夫婦での受賞ということもあり、た
だただ驚くばかりでした。今回受賞した「新型コロナウイルス感染症
による社会活動制限が地域在住高齢者の身体機能・フレイルに及ぼす
影響」という演題は、コロナ禍において多くの町民の方々から「足腰
が弱くなった」「運動しなくなった」などの声を聴き、コロナ禍で身
体機能が低下していることを認識してもらうことで、運動再開のきっ
かけになるのではと考え調査したものです。
今後も「介護予防×学術活動」を継続しながら、withコロナでの介護
予防の新たなかたちを模索していきたいです。最後になりますが、学
会スタッフや町民の皆様、いつも的確なアドバイスをくれる大矢さん
に感謝を申し上げるとともに、介護予防に関わる理学療法士の発展に
微力ながら貢献できれば幸いです。

第72回北海道理学療法士学術大会について



第2回道北支部役員会議 議事録
開催日時：令和3年9月6日（月） 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、

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、塚本健太、安斉千善、蠣崎和史

議題１ 支部長報告
Ⅰ.第3回臨時理事会から（7月19日）
決議事項
1）局及び支部役員の新任について
2）学術奨励賞の受賞者の承認
・北海道整形外科記念病院の角瀬 邦晃会員の「人工膝関節全置換術後早期における
歩行時の膝関節周囲筋の
同時収縮と歩行速度の関連性について」
3）定款及び定款細則の一部改正
・小林巧事務局長が就任することで改定が必要
Ⅱ.第4回理事会から（8月28日）
決議事項

1）謝金及び事業参加費に関わる内規の一部変更について
2）会計マニュアルの一部変更
報告事項
1)第1四半期の報告
2)第72回北海道理学療法士学術大会の終了報告並びに監査報告について
3)令和4年度全道学術研修大会援助金審査結果

・道南支部、札幌支部に決定
4)北海道理学療法第38巻校了と第39巻の投稿締め切りについて
5)臨床実習指導者講習会の進捗状況について
・対面ではなくWebでの開催が中心となる予定。道北支部は80名で1月末
6)令和4年度の事業計画及び予算案の作成スケジュールについて
・新生涯学習システムなどにより、スケジュールがずれ込むと予想。
7)理事懇談会へ向けたアンケート調査の実施について
8)北海道ブロック協議会の役割について
9)日本理学療法士協会都道府県理学療法士会生涯学習担当者意見交換会について
・新生涯学習システムではポイント制ではなくなり、時間計算となる。
詳細はまだ不確定なところが多いとのこと

Ⅲ.検討事項
・道北支部における各病院での臨床実習指導者は果たして足りているのか？
→現状道北支部では、昨年に北都保健福祉専門学校で開催されたのみ。現状、50名
程度しかいない。今後、支部長より各施設にアンケート調査を実施し、どのくら
いの人数や施設が受講を予定しているのかを確認する予定。

議題２ 事務部報告
Ⅰ.上半期の公文書について
→9月末から10月始めにかけて道士会事務局へ上半期の公文書名簿と公文書を送付す
る予定。各部局で公文書を受け取っている場合は、事務部長までデータなどを
送るようにお願い致します。

議題３ 学術部報告
Ⅰ.支部事業
①第 2四半期研修会報告
・ 7月15日 に Zoomで開催：第1回症例検討会 (小児 )
申込み32名に対し当日参加者 21名
課題として疾患の特異性ゆえ、基本情報を伏せても個人が特定される可能性を懸
念し、小児部門ではサマリーデータの配布がなかった。対面開催の際も当日配布
し終了後回収していたとのこと。オンラインではスライドショー上でしか情報確
認できず発表中の数分での情報整理が困難。道士会には事業報告書にて、この事
実を報告し、個人情報の取り扱い に関して検討が必要であることを伝えた。

②年度内予定
・第 4回道北理学療法学術大会進捗
日時：2022年2月5日（土）13:00～17：00過ぎ
運営会場：北都保健福祉専門学校
講師依頼はご快諾いただき、現在道士会に申請書・ HP原稿提出し承認待ち。運
営のスケジュール作成し、道北支部の HPにも必要事項アップしていく。9月中
に演題募集を開始したいと思っている。

・第2回道北学術研修大会進捗
日時：2021年12月4日（土）13：20～18：00
運営会場：北都保健福祉専門学校
テーマ：「基礎疾患と理学療法」
基調講演、特別企画、シンポジウムを予定

・整形部門の症例検討会は演者を公募予定

・中枢部門の症例検討会は演者を選定し、準備中



議題４ 社会部報告
Ⅰ.活動報告
・理学療法の日イベント（健康スポーツ部と協同）→ 7月17日（土）
※アスリートクラブ999関係者にセルフコンディショニング方法の動画作製
→フェイスブック上に動画をあげてもらう

Ⅱ.今後の社会部事業予定
なし

Ⅲ.令和3年度（前回会議以降）の中止となった事業
・令和3年度健康安全運転講座（ダイハツ事業）士別→9月
・令和3年度健康安全運転講座（ダイハツ事業）旭川→9月

議題５ 健康スポーツ部報告
Ⅰ.理学療法の日に社会部と共に事業を行った。
Ⅱ.旭川市健康スポーツ推進委員会
→塚田副支部長と岩瀧会員が定例会に出席。7月29日に神楽公民館で開催。

Ⅲ.今後の予定
・高校野球サポート→旭川、名寄共に秋季大会のサポートは中止
・旭川ハーフマラソン→中止
・バーサーロペットジャパン→未定

議題６ 職能部報告
Ⅰ.リハビリ体操指導士養成講習会
1）各市町村の状況
① 旭川市
・2級養成講座 ⇒ 東地区体育センター（7～10月）27名申し込み：中止
② 中富良野町
・令和3年度養成講座予定 11～1月：検討中
③ 猿払村
・令和3年度養成講座予定 11～1月：中止
④ 鷹栖町
・令和3年度養成講座予定 11～1月：中止
2）北海道リハビリ体操指導士交流会
日時：10月29日（金）13:30～15:30
参加者：旭川市、苫小牧市、中富良野町、猿払村、鷹栖町の体操指導士
形式：Zoomを使用したWeb形式
内容：健康講話、各市町村の活動報告など

Ⅱ.地域リハビリテーション活動支援事業への従事状況（7～8月）
１）旭川市
［件］ 通いの場の⽀援 個別訪問⽀援 地域ケア会議

団体数 実⼈
数

回数 対象者
数

実⼈
数

回数 実⼈数 回数

PT 5 5 8 5 4 6
OT 2 1 3 7 6 9 1 1
ST 1 1 1 1 2 1

2）上川中部
・美瑛町 PT 地域ケア会議 2件

Ⅲ.HARP関連
1）HARPへの報告方法
各支部・市町村の地域リハビリテーション活動支援事業のPT従事状況をHARP
に報告
＜現状＞
旭川市：事業参加者→職能部部長（大河原先生→HARP旭川地区担当（小林先生）
宗谷：HARPには報告せず。→稚内市と病院が提携して事業を進めているため。
富良野市：富良野市の事業をHARP（道に直接）に報告書を上げている。
＜今後＞
道北支部の職能部としては、道北支部全体としてどの程度の支援事業が行われてい
るのかを把握したい。
○旭川市：事業参加者 → 職能部地域包括ケア担当（塚本先生） → HARP旭川地区
担当（小林先生）⇒旭川市についてはこの流れで統一する。

○その他：事業参加者→道北支部地区幹事→職能部地域包括ケア担当（塚本先生）
→HARP旭川地区担当（小林 浩先生）

⇒旭川地区以外の活動に関しては契約先や報告書類など様々なものが統一され
ていない。

重要なのは「HARPがどこと契約をしているか」である。
現在、HARPと道士会職能局の仕事内容の線引きが明確になっていなかった
HARPに書類を送ってもレスポンスがなかったりと様々な課題がある。
とりあえずは、役員会議においてHARP契約以外のリハビリテーション支援事業の
状況も報告してもらい、道北支部全体として把握する方向で検討していく。
把握内容に関しては道士会やHARPには報告せず道北支部内の情報共有のみに留め
ておくこととする。



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

道北支部掲示板Ⅳ.全体集会（その中の一部として職能研修を開催）
日時：12月11日（土）14：00 ～15：30 職能部研修会

15：30 ～16：00 全体集会
参加費：無料
テーマ：「介護保険領域の新人や若手の教育」 Web開催（Zoom)
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）
・支出の捻出について⇒今度、齊藤支部長が支部事業局に予算書を提出予定。
議題７ 地区幹事報告
Ⅰ.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：総会→書面・作業部会は活動自粛中
2.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月書面開催予定
Ⅱ.上川北部地区
1.ダイハツ工業との「健康安全運転講座」士別市開催 中止
2.高野連名寄支部メディカルサポート：秋季北海道大会名寄支部予選中止
3.上川北部地域POS勉強会 中止
4.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
5.HARP 中止
Ⅲ.宗谷地区
1.宗谷地区研修会（旧：地域キャラバンin稚内）：今年度は開催難しい。
2.HARP 地域リハ活動支援事業 緊急事態宣言下は中止
3.高野連名寄支部メディカルサポート：中止
4.宗谷地域リハビリテーション推進会議：11月～12月にWebにて開催予定。
Ⅳ.留萌地区
1.症例報告会：Zoomでの開催予定
2.個別ケア会議など中止
3.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
Ⅴ.富良野地区

1.HARPの活動：地域ケア個別会議（8/18）介護予防活動（7/20）
地域老人クラブから講演依頼あるも緊急事態宣言後は延期

議題８ 会計報告 特になし。
議題９ 広報報告
Ⅰ．9月発行支部ニュースについて
大河原先生ご夫妻函館学会で受賞しましたので、記事を掲載予定。
その他、支部ニュースに載せる内容があれば連絡をください。

次回会議予定・・・令和3年11月8日を予定。



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

💚フォロー待ってます💚

Face book Instagram

編集後記

今年度より、広報責任者である旭川医療センターの鈴木さんと共に道
北支部ニュースの作成に携わることになりました。旭川赤十字病院で
理学療法士として勤務させて頂いております谷口絵梨佳と申します。
臨床経験５年目とまだまだ若輩者ではございますが、幅広く情報をお
伝えし皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますのでどうぞ宜しく
お願い致します。
早いもので、気が付けば今年も残り100日を切ってしまいましたね。
公私ともに制限される日々が続きますが、後悔のないよう今しかでき
ないことに全力で取り組めたらなと思います。最近は朝晩と冷え込む
日が続いており、インフルエンザの流行時期にも差し掛かっておりま
す。皆様、体調を崩されませんようご自愛の上お過ごしください。

道北支部事務部広報 谷口 絵梨佳


