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第 70 回　日本理学療法学会　Web 開催　案内

テ　　ー　　マ
　　私たちの手技が果たす役割を考える 　―理学療法従事者として―

学会動画配信期間　
　　令和 4年 7月 1日～ 7月 31 日（予定）
   　協会ホームページからの動画視聴・発表紙面閲覧での学会参加となります。
   　参加方法は、学会実施要項をご参照ください。

内　　　　 容
　　１．会員演題紙面発表（30 ～ 40 題予定）

　　２．特別講演Ⅰ
　　　　　テ ー マ　　私の臨床　―手技療法からボディーワークまで―
　　　　　講　　師　　整形外科医　松
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二 生　先生　
　　　　　　　　　　　高野台松本クリニック 院長

　　　  特別講演Ⅱ　
　　　　　テ ー マ　　理学療法の手技と歴史
　　　　　講　　師　　理学療法士　石
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　先生
　　　　　　　　　　　東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科教授

　　３．シンポジウム
　　　　　テ ー マ　　 私たちの手技が果たす役割を考える
　　　　　司　　会　　 小　川　嗣　人 （学会長）
　　　　　シンポジスト　　 青　柳　利　之（副会長）
　　　　　　　　　　　 小路口　　　憲（常任理事）
　　　　　　　　　　　 野　山　隆　司（理事）
　　　　　　　　　　　 菊　池　武　彦（東北地方会執行委員長）
　　　　　　　　　　　 渡　会　洋　一（中部地方会学術局長）
　　　　　　　　　　　 藤　井　亮　輔（国立大学法人 筑波技術大学名誉教授）

　　４．市民公開講座
　　　　　テ ー マ　　 40 年間、障害受容ができない患者の軌跡
　　　　　講　　師　　 松葉杖のカメラマン　シギー 吉
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主　催・担　当
　　公益社団法人　全国病院理学療法協会　

学会長・準備委員長
　　学　会　長　　  小　川　嗣　人　副 会 長（学術局長）
　　準備委員長　　  杉　浦　幹　雄　公益社団法人管理部長
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１．テーマ　　私たちの手技が果たす役割を考える　-理学療法従事者として -

２．会　期　① 会員の演題発表（紙面発表）及び特別講演等動画配信期間
　　　　　　　 令和 4年 7月 1日～ 31 日（予定）
　　　　　　② 特別講演、シンポジウム、市民公開講座、演題発表、開会式、閉会式、　
　　　　　　 　第 63回定時代議員総会報告会の収録　令和4年 5月 28日（土）～ 29日（日）
　　　　　　③ 第 63 回定時代議員総会等諸会議　令和 4年 5月 22 日（日） 対面式で実施
　　　　　　　 （但し、新型コロナウイルスの感染状況次第で、オンライン又は書面表決
　　　　　　　 を検討）

３．会　場　　特別講演等収録、及び第 63 回定時代議員総会等会場
　　　　　　　　 一般財団法人　日本教育会館　
　　　　　　　〒 101-0003  東京都千代田区一ツ橋 2-6-2　電話 03-3230-2833

４．参加費　　会員 6,000 円　/　会員外 12,000 円　/　学生 4,000 円
　　　　　　　　一般　無料　（市民公開講座視聴のみ可能）

　　　　　　　参加費納入先口座番号及び口座名
　　　　　　　東日本銀行　大崎支店（支店番号 1
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　　　　　　　口座名　公社）全国病院理学療法協会　会長　平野五十男
　　　　　　　　　　　コウシャ）ゼンコクビョウインリガクリョウホウキョウカイ
　　　　　　　　　　　カイチョウ　ヒラノイサオ
　　　　　　　依頼人は支部名と氏名を入力してください。例＝トウキョウ　サトウイチロウ
　　　　　　　振り込み手数料は、依頼人の負担となります。
　　　　　
５．学会参加申し込み手順
　　　① 参加申込書（P５参照）に、必要事項を記入（参加申込書は協会ホームページから
　　　　 ダウンロード可）
　　　② 参加費を指定口座へ納入、振り込み明細書など入手し、コピーを取る。
　　　③ 返信用封筒（学会視聴パスワード等送付用）に自分の住所、氏名を明記し、
         　 84 円切手を貼る。
　　　④ ①～③を、学会事務局（実施要項 8 参照）へ郵送

６．学会参加申し込み期限
　　　　　　　　 令和 4年 4月 30 日（土） 必着
           会員演題を申し込まれる方も、参加申し込みは必須です。

第 70 回　日本理学療法学会　Web 開催　実施要項
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７．技能認定登録制度単位（10 単位）取得手順
      ① 参加者は、学会視聴パスワードを用い、特別講演、演題などを視聴
          視力障害でパソコン使用が不慣れな方は、他の会員等と共同視聴などが  
          できるよう、各自事前に調整してください。
      ② 視聴確認
　　　 A　技能認定登録制度に係る単位取得申請書特例措置様式 1-3 号（P８参照）
　　　　　（協会ホームページ → 会員向け からダウンロード可）に、必要事項を記入
　　　 B　返信用封筒（自分の住所、氏名を明記すると共に、84 円切手を貼る）を添え、
　　　　　期日内に学会事務局（実施要項 8 参照）へ郵送
          C　郵送期日　令和 4年 8月 15 日 必着
      ③ 学会事務局において単位取得申請書を精査した後、期日内に参加者へ認定単位10単位
　　　 を、送付します。
          期　日　　令和 4年 9 月 15 日 目途

８．第 70 回　日本理学療法学会　事務局　（問い合わせ連絡先）

　　　　　〒 141-0032 東京都品川区大崎三丁目 6-21　ニュー大崎 318 号
　　　　　　　　　　　公益社団法人　全国病院理学療法協会内
　　　　　　　　　　　事務局長　青　柳　利　之
　　　　　　　　　　　電　話　03-3494-1948　FAX 03-3494-1950
　　　　　　　　　　　ホームページアドレス　yakuaa@mars.plala .or . jp
　　　　　　　　　　　　　　青柳携帯 090-2492-3317　
　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　aoyagi744@gmail .com

９．学会役員　　　　　　氏　名　　　　　   本協会役職名
　　　学　会　長　　小　川   嗣　人  副会長（学術局長）
　　　準備委員長　　杉　浦   幹　雄  公益社団法人管理部長  
　　　事 務 局 長　　青　柳   利　之  副会長（事務局長）
　　　準 備 委 員　　平　野　五十男  会　長 
　　　　 〃　　　　 小路口　　　憲  常任理事（理療編集部長）
　　　　 〃　　　　 野　山　隆　司  理事（事務局情報管理部長）
　　　会 計 監 査　　中　川　　　保  監　事
　　　　 〃　　　　 大内田　義　己  監　事
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令和 3年 9月吉日
会　員　各　位

公益社団法人　全国病院理学療法協会
　　会　　　長 　平　野　五十男

第 7 0 回 　 日 本 理 学 療 法 学 会
学　会　長 　小　川　嗣　人
準備委員長 　杉　浦　幹　雄

第 70 回　日本理学療法学会 Web 開催における
演題募集について（お願い）

　会員の皆様におかれましては、コロナ禍ではございますが、日々ご活躍のことと存じます。
　さて、第 70 回日本理学療法学会は、Web 開催として本協会が担当し、令和 4年 5 月に
特別講演等を収録、同 7月に参加者へ配信できるよう、準備を開始いたしました。
　つきましては、会員の皆様に貴重な臨床研究の成果を発表していただき、会員相互の知識・
技術の向上を図り、実りある学会にしたいと考えております。
　会員発表は、第 69 回学会と同様、協会ホームページより発表論文及びスライドを閲覧で
きる「紙面発表形式」を、執らせていただきたいと思います。
　本学会を成功させるためにも、一人でも多くの皆様に演題の提供をお願い申し上げます。

【 演題募集要項 】
　１．発 表 演 題　　自由演題（未発表のもの）
　２．発 表 形 式　　パワーポイントスライド 10 枚程度、及び発表論文の掲載
　３.  発表原稿規程　　投稿ファイル形式はWord 横書き原稿。書体はMS明朝体。タイト
　　　　　　　　　　ルのフォントは 16 サイズ、本文は 12 サイズ、数字は半角英数字
　４.  抄 録 原 稿　　文字数 800 字以内（A4版 1頁程度）　３. に準じる
　５．パワーポイント　　パワーポイントスライド 10 枚程度。Office 2019 まで使用可能
　６.  発 表 論 文　　文字数 3,000 字程度で図表を含めA4版４頁まで。３. に準じる
　７．演題提出方法　　抄録原稿・パワーポイントスライド・発表論文の提出は、CD-ROM
　　　　　　　　　　に保存して郵送、またはE-mail での添付送信のいずれか
　８．送 付 期 日　　令和３年 11 月 20 日（演題申込）
　　　　　　　　　　令和３年 12 月 20 日（抄録原稿）
　　　　　　　　　　令和４年４月 30 日（発表パワーポイント・発表論文）
　９．送　付　先　　〒 141-0032 東京都品川区大崎三丁目 6-21　ニュー大崎 318 号
　　　　　　　　　　　　公益社団法人　全国病院理学療法協会　学会事務局
　10．問合せ連絡先　　学会事務局長　青柳利之
　　　　　　　　　　　　電話 090-2492-3317（午後 7時～ 9時希望）
　　　　　　　　　　　　メールアドレス　aoyagi744@gmail .com                 

　　　　　　　　　　　　以上


