
2022 年 6 月 15 日(水) 

 

兵庫県理学療法士会 会員各位 

兵庫県理学療法士会 阪神南(尼崎)支部 

支部長 川端 重樹(はくほう会セントラル病院) 

 

2022 年度阪神南(尼崎)支部研修会へのご案内 

 

拝啓 

梅雨の候、会員の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、今年度の第 1 回尼崎支部研修会のお知らせをさせて頂きます。また、今後の研修会の予定もあわせてお

知らせさせていただいておりますのでご確認ください。 

また、今年度も尼崎支部の研修会は Web 研修会として実施します。 

 皆様ご多忙と存じますが万障お繰り合わせの上、多数にご参加頂きたくご案内申し上げます。 

敬具 

記 

 

【第 1 回阪神南（尼崎）支部研修会 2022.7.17】 

日時  ：2022 年 7 月 17 日（日） 13：30～16：00（受付 13：00～） 

当日の進行状況により多少の時間変更が生じる可能性がございます。予めご了承下さい。 

テーマ ： 「脳卒中歩行再建のための理論と実践」 

講師  ： 中谷 知生先生 （医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院） 

履修ポイント： 登録理学療法士 登録更新ポイント：区分 6-カリキュラムコード 77 中枢神経疾患の理学療法 

3 ポイント   

認定/専門理学療法士 更新点数：3 点 

定員  ：約 300 名（定員になり次第、受付終了） 

 

申し込み方法：研修会は Zoom を使用して行います。別紙「Web 研修会注意事項」をご一読いただき、別紙の

URL または QR コードよりお申し込みください。 

申し込み期限：2022 年 7 月 15 日（金）17：30〆切  

 

登録後、ZOOM 研修会の招待コード・ ID を「hyogo.pt.ama@gmail.com」よりメールで配信いたします。  

◎申し込みは原則としておひとり一端末で行ってください。 

◎ポイント履修要件：180 分以上の受講で履修。遅刻、途中退出については履修を認めませんのでご注意くだ

さい。また、研修中は出席確認のため、休憩時間を除いて画面 ON の状態でご参加ください。 

 ※画面が OFF の状態ですと参加扱いとなりませんのでご注意ください。 

◎兵庫県理学療法士会の会員対象の勉強会となります。 

 



【2022 年度 新人発表説明会 2022.7.28】 

日時  ：2022 年 7 月 28 日（木） 19：00～20：00 

講師   ：小田 弘毅 先生（つだ内科・脳神経内科） 

     内海 大雅 先生（尼崎だいもつ病院） 前年度新人発表優秀者の模擬発表です。 

※ 新人発表の進め方・抄録・スライド作成などの説明致します。 

スライド作成、発表に至るまでの質疑を受け付けます。 

申し込み方法：研修会は Zoom を使用して行います。別紙「Web 研修会注意事項」をご一読いただき、別紙の

URL または QR コードよりお申し込みください。 

申し込み期限：2022 年 7 月 25 日（月）17：30〆切 

 

【第 2 回阪神南（尼崎）支部研修会 2022.10.23】 

日時  ：2022 年 10 月 23 日（日） 13：30～16：00（受付 13：00～） 

当日の進行状況により多少の時間変更が生じる可能性がございます。予めご了承下さい。 

テーマ ： 「解剖学的視点から考える運動器疾患に対する理学療法」 

講師  ： 荒川 高光先生（神戸大学） 

履修ポイント： 登録理学療法士 登録更新ポイント：区分 7-カリキュラムコード 88 運動器疾患の理学療法 

3 ポイント   

認定/専門理学療法士 更新点数：3 点 

 

定員  ：約 300 名（定員になり次第、受付終了） 

 

申し込み方法：研修会は Zoom を使用して行います。別紙「Web 研修会注意事項」をご一読いただき、別紙の

URL または QR コードよりお申し込みください。 

申し込み期限：2022 年 10 月 21 日（金）17：30〆切 

 

登録後、ZOOM 研修会の招待コード・ ID を「hyogo.pt.ama@gmail.com」よりメールで配信いたします。  

◎申し込みは原則としておひとり一端末で行ってください。 

◎ポイント履修要件：180 分以上の受講で履修。遅刻、途中退出については履修を認めませんのでご注意くだ

さい。また、研修中は出席確認のため、休憩時間を除いて画面 ON の状態でご参加ください。 

 ※画面が OFF の状態ですと参加扱いとなりませんのでご注意ください。 

◎兵庫県理学療法士会の会員対象の勉強会となります。 

 

【2022 年度 阪神南尼崎支部 新人発表会 2023.2.19】 

日時  ：2023 年 2 月 19 日（日）  

※ 詳細決まり次第ご案内します 

以上 

 

お問い合わせ先：兵庫県理学療法士会 阪神南尼崎支部 

hyogo.pt.ama@gmail.com 

mailto:hyogo.pt.ama@gmail.com


令和 4 年度 兵庫県理学療法士会 阪神南（尼崎）支部 

Web 研修会（ZOOM）参加方法について 

 

Web 開催にて ZOOM を使用しますので、当日使用するパソコン、タブレット、スマートフォン

に事前にインストールしてください。 

下記の Web 研修会利用規約および注意事項を必ずご確認の上、お申し込みください。 

 

Web 研修利用規約および注意事項 

・ 兵庫県理学療法士会尼崎支部の研修会となります。 

・ 本研修会の申込者は、本規約および注意事項の内容をすべて確認し、遵守することに同意したものと

します。 

・ 本研修会を受講するにあたって必要な Web 環境は、受講者の負担及び責任において準備及び維持する

ものとします。なお通信トラブルで受講が困難となった場合は、本研修会は一切責任を負わないもの

とします。 

・ 日本理学療法士協会における生涯学習制度対象の研修会については、開催中に自身の画面を ON にし

てください。画面が OFF で参加確認が取れない場合、不参加扱いになることがあります。 

・ Web 研修会において遵守すべき点（禁止事項）・モラルを今一度ご確認ください。 

 

禁止事項 

・ 申込者以外がログイン用の ID やパスワード、URL などを使用することはできません。またそれを漏

洩、貸与、譲渡、売買、名義変更することもできません。 

・ 研修会で用いられたファイルや（Word、Excel、PowerPoint など）、また PDF ファイルや動画ファイ

ルの不正ダウンロード、印刷、撮影（スクリーンショットを含む）、コピペ、ダイレクトデータの SNS

への投稿を禁止します。またコメント欄や SNS で講師やその他の個人情報を書き込む行為なども禁止

とします。 

・ 研修会開催中は、主催者または講師の許可なく、画面共有およびチャットの使用はできません。 

 

 

兵庫県理学療法士会 

阪神南（尼崎）支部 

 

 

 



各研修会 参加申し込み URL・QR コード 

※必ず zoom 招待を受信できるメールアドレスでご登録ください。 

※入力フォームに従い、誤入力の無いようにご注意ください。 

【第 1 回阪神南（尼崎）支部研修会 2022.7.17】 

参加申し込み URL 

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qce2trj4qGddO1EpqPy3fSZvj94BaUaOH 

 

参加申し込み QR コード 

 

 

 

 

 

 

【2022 年度 新人発表説明会 2022.7.28】 

参加申し込み URL 

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOmspjksHNbO4_JGGV8MUAD6MZ6yXVyT 

 

参加申し込み QR コード 

 

 

 

 

 

 

【第 2 回阪神南（尼崎）支部研修会 2022.10.23】 

参加申し込み URL 

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvde2srD4rGNO9YumfQTsgBgBqqAzJNR6_ 

 

参加申し込み QR コード 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qce2trj4qGddO1EpqPy3fSZvj94BaUaOH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOmspjksHNbO4_JGGV8MUAD6MZ6yXVyT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvde2srD4rGNO9YumfQTsgBgBqqAzJNR6_

