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本日の内容

○道北支部事業報告
○臨床実習指導者講習会アンケート結果
○第3回道北支部役員会会議議事録

道北支部事業報告

10月29日（金）

がオンライン開催されました

地域住民の方への体操指導の様子



臨床実習指導者講習会アンケート結果

令和3年9月に実施いたしました「臨床実習指導者講習会」の
アンケート結果についてご報告いたします。
本アンケートについては36施設からご回答がありました。

1.所属施設について

・施設の地域

・施設の区分

森山メモリアル病院介護予防リハビリテーションセンター

吉田 美里

令和3年10月29日、猿払村・鷹栖町・苫小牧市・中富良野町・旭川
市で「リハビリ体操指導士」（以下 指導士）とスタッフ総勢105
名がZOOM上で集い、交流を深めました。
指導士とは、リハ専門職が簡単な基礎医学や生活動作を意識した
体操についてレクチャーする養成講習会（3級）において認定され
た、体操指導の行えるボランティアです。私たちは各市町村にお
いて、通いの場の支援やフォローアップ等を通して保健師・指導
士と連携し、地域の繋がりを意識した市民の健康支援を行ってい
ます。
当日は、各市町村の指導士養成事業の紹介や体操、健康講話やク
イズ等の企画も用意しました。互いに、住民の健康増進の為に活
動されている姿を見るのは良い刺激になり「なるほどな～」と感
嘆の声が聞こえました。
今後は地域課題について意見交換・体操指導上のお悩み相談等の
企画を携えてレベルアップした交流会を検討していきたいと考え
ています。



・施設のPT数

2.長期実習の受け入れについて

・1年間に長期実習は何人受け入れているか

・スーパーバイザー経験者は何人在籍しているか

・長期実習の指導体制について

・講習会受講済みのPT数：28人

・講習会受講検討のPT数：131人

3.その他

・道北支部以外の開催でも受講を希望するか



・受講費用の支払い

【まとめ】
・長期の実習生を3名以上受け入れている施設が4割程度
・指導体制は、1対1、2対1が主流。1（指導者）対2（学生）の体制は
とられていない

・講習会修了者が28名と道北支部の規模では現段階で少ない印象
・受講希望される方が131名と年間の道北支部の定員（80名）を越え
ている状況

・自由記載
「オンライン開催にしてほしい」という意見が多数

アンケートのご協力ありがとうございました。
今後も支部のご意見を反映するために様々な形で
アンケート調査などは実施していきます。
ご協力の程、宜しくお願い致します。

報告者：齊藤浩平

第3回道北支部役員会議議事録
日時：令和3年11月8日（月） 19:00～20:30
場所：ZoomによるWeb会議
参加者：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、大西正剛、

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、蠣崎和史

議題１ 支部長報告

Ⅰ．第5回理事会から抜粋（10月30日）
1）支部役員の変更等に係る承認について
道北支部の地区幹事（上川北部）が9月30日付で退任、10月1日より新任となる。
2）業務執行理事職務執行状況報告（令和3年度第2四半期）
会長、副会長及び各局長より会務報告があり、各局より事業経過が報告された。
3）臨床実習指導者講習会の進捗状況について
今年度は、10月時点で6回の講習会を実施、受講者数は累計で542名となった。残り4回を
予定（受講定員300名）しており、年度内の受講者総数は840名前後になる見通し。次年
度については、8回（受講定員640名）の講習会を予定。
4）会員異動（令和3年8月1日～令和3年9月30日受理分）
総会員数6842名（在会5939名、不明：21名、休会：882名、権利停止：0名）

5）その他
①新生涯学習システムについて
認定理学療法士教育機関については、今年度申請は行わず、北海道理学療法士会として
2023年度から複数科目を実施できるよう2022年度に申請したい。
②会員への広報について（千葉理事から）
現在、各支部の管理者ネットワークが機能していない。特に石狩支部では会員への周知
が不十分となっている。道北支部はメーリングリストが充実しているため各施設に情報
が周知されているので問題はない。
③災害時の安否確認について、管理者ネットワークについて
以前、管理者ネットワークを使い安否確認メールを送ったが返答率が低い。
④情報の共有について
各局の情報が十分に伝わっていない。one driveへ議事録を格納してはどうか。理事同
士、支部の部長へ話し合われている情報が伝わるようにしてほしい。

Ⅱ．支部長としての活動・報告事項
1）臨床実習指導者講習会会議（10月14日、11月4日）実施。今後は月1回のペース。
決定事項：1月定員80名⇒60名 2月0名⇒20名＊札幌圏域で実習をできない学生への配慮
2）支部ネットワークの構築、事務局で把握している施設は何％か

→ 事務部では2年前の段階で道北支部の施設のおおそよ99％にメールを配信している。



議題２ 学術部報告

Ⅰ.支部事業
①第3四半期事業報告
・開催事業なし
②年度内事業予定
第3四半期：12月05日 第2回道北学術研修大会

現状参加者数44名ＨＰ掲載済み
第4四半期：・01月30日第1回道北支部研修会（京都大学：市橋則明氏）

事業申請承認待ち
・02月05日第4回道北理学療法学術大会11月01日から演題募集中
ＨＰ掲載済み演題8台募集中
・02月09日第2回道北支部症例検討会演者2名候補あり
事業申請承認待ち
・02月20日第2回道北支部研修会（鹿児島大学：牧迫飛雄馬氏）
・02月24日第3回道北支部症例検討会演者2名候補あり
・第3回道北支部研修会は対面を予定していたが、開催困難のため中止
・コロナ禍での運用となり下半期から本格的に開始したため下半期に企画
が立て込んだ。

・研修会に関しては参加者数は大きく減少しており、例年少なかった症例
検討会も参加者数がオンライン運用になってどれだけ減ってしまうか結
果を待つしかない。

③次年度事業予定
・例年通り、支部研修会2回、症例検討会3回、学術会議3回、第5回道北理学療法学術大会
・支部研修会(3回目)の開催が必要であれば地区幹事より依頼を受ける。
・第5回道北～のスタッフは第4回から引き継ぎ、推薦（大会長のみ）で選定していく予定。
④その他
・生涯学習プログラムの変更により「登録理学療法士」制度が開始される。
先日、道士会の学術局と会議があり、あと1～2回ほど実施される予定。すべての会議が
終わった後に、道北支部の各病院に向けてZoomでの説明会などを開催したほうが良い
か？説明希望がある病院の管理者向けと考えている。

⑤連絡
・職能部研修会の開催に際し、手順の教示の依頼が来た。それ以外に各施設でのオンライ
ン症例検討の手順教示依頼はなかった。

議題3 社会部報告

Ⅰ.活動報告
なし

Ⅱ.今後の社会部事業予定
なし

Ⅲ.来年度（令和4年度）社会部活動予定
・旭川市健康祭り⇒6月予定（内容：体力テスト、人員：10人程予定）
・健康安全運転講座（ダイハツ事業）⇒6月予定（旭川・士別）/9月予定（旭川・士別）

通常開催…人員：4～5人程
オンライン開催であれば人員は少なくなる予定

・理学療法の日⇒7月17日前後の土日（内容：コンディショニング指導）
通常開催…人員：10人程

※千葉理事より
「上半期監査報告においてどの支部もコロナ禍で社会部事業が開催できていない。その中
で理学療法の日に実施されたコンディショニング動画の配信は良い事業例であるとのお話
があった。」

議題4 健康スポーツ部報告

Ⅰ．健康スポーツ支援部の活動報告
①健康スポーツ支援部部長会議
日時：令和3年9月27日(月) 19:00-21:00
場所：Web開催
内容：各支部のスポーツ支援活動の現状と課題について話し合った。
②健康スポーツ部・社会部合同Web会議
日時：令和3年10月27日(水) 19:00-20:00
内容：健康スポーツ部、社会部のこれまでの状況報告、今後の予定を確認。

特に令和4年度の事業計画について話し合った。
Ⅱ．今後の健康スポーツ部の事業予定
①第1回旭川市スポーツ推進委員研修会
日時：令和3年11月28日(日) 9:20-11:30
場所：旭川市リアルター夢りんご体育館
内容：①スポーツ推進委員とは(座学)、②AsahikawaZoo体操、

③ニュースポーツ実技研修(ボッチャ)
※行動費として2,000円支給されるとのこと、岩瀧出席予定。
②VASALOPPET JAPAN令和4年3月予定
Ⅲ．令和4年度の事業予定
①旭川地区、名寄地区高校野球大会メディカルサポート(春、夏、秋) 5～9月
②旭川ハーフマラソン9月
③スポーツ支援スタッフ育成研修 11月(新規事業)
④VASALOPPET JAPAN 3月
⑤各種派遣事業



議題5 職能部報告

Ⅰ．北海道リハビリ体操指導士交流会（オンライン）
日時：10月29日（金）13:30～15:30
参加者体操指導士86名スタッフ27名［名］ 体操指導士 スタッフ

（包括職員含）
旭川市 39 17
苫小牧市 11 5
中富良野町 19 2
猿払村 4 1
鷹栖町 13 2

Ⅱ．地域リハビリテーション活動支援事業への従事状況（9～10月）
1)旭川市
【通いの場の支援】 【個別訪問支援】 【地域ケア会議】
団体数
[団体]

実人数
[名]

回数
[回]

対象者数
[名]

実人数
[名]

回数
[回]

実人数
[名]

回数
[回]

PT 4 4 4 1 1 1 0
OT 2 2 2 4 3 4 0
ST 0 0 0 0 0 0 0

2)上川中部
・美瑛町PT地域ケア会議1件
3)地区幹事へのご協力のお願い
・前回の役員会議で、地区幹事に各地区市町村の介護予防事業へのセラピストの従事状
況についてご報告いただきたいとご提案したが、年度末に旭川市のような形式でご報
告いただくことは可能か？（把握可能な市町村のみ）
→ 道北支部のすべての市町村を把握するのは困難と思われるので、地区幹事が関
わっている範囲で構わない。宗谷地区はとりあえず可能。他の地区に関しては、
本日会議を欠席しているため、後日調整する。

Ⅲ．令和4年度事業案について
1)職能部研修会
開催時期：12月（全体集会の前）
テーマ：女性リハビリ専門職の働き方、働きやすい職場づくりに関する内容（仮）
＊アンケート事前に道北支部施設の管理者、女性スタッフを対象に働き方や職場環
境に関するアンケート調査を実施。その結果を研修会題材として使用し、講師よ
り具体的なアドバイスを頂く。

2)職能部会議
日程：5月、9月の年2回開催
内容：支部事業の予定、実施状況の確認、課題討議、総括、次年度事業計画立案など。

議題6 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：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月開催予定→書面開催
→次年度継続
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
→次年度ダイハツ・高野連サポート継続予定
Ⅲ．宗谷地区
1)宗谷地区研修会（旧：地域キャラバンin稚内）：今年度は対面で予算計上したが、開催困難。
→次年度予算提出済
2)HARP 12/3 地域リハビリテーション連携強化研修会（宗谷地区）
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：
Ⅳ．留萌地区
1)症例報告会：次年度開催予定
→次年度予算提出済
Ⅴ．富良野地区
1)HARPの活動地域ケア個別会議・介護予防活動・地域老人クラブから講演依頼
→次年度HARPの活動継続
議題7 広報報告
Ⅰ．11月発行支部ニュースについて
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4年2月21日に拡大役員会議を予定。



道北支部掲示板

旭川市で
開催されます！

道北支部 Instagram 道北支部 Face book

こちらもご確認ください
編集後記

今年も着々と冬の匂いがしてまいりました。未だ終息の見えないCOVID-19
やインフルエンザなど、感染症の季節となりました。特に道北支部は豪雪地
帯や気温の低い地域が多く、注意していきたいところです。道北支部の皆様
もご自愛下さい。
今回、支部事業報告としてオンラインを活かした事業をご紹介させていただ
きました。間もなく3年目を迎えようとしているコロナ渦で、このようにオン
ラインを積極的に活用していくことで、対面でなくとも様々な地域の方々と
交流ができ、地域への貢献につながるのではないでしょうか。コロナ終息後
も、オンラインシステムは重要なツールとなってくることでしょう。
さて、今回で年内最後の支部NEWSとなります。今年はとにかく駆け足で進
んでまいりました。来年からも皆様の役に立つような情報を発信できるよう
努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

広報 鈴木優太朗


