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１．参加費について 

  香川県理学療法士会の会員       ：無料 

 香川県内養成校の学生        ：無料 

 ※本大会は香川県理学療法士会の会員外・他職種の参加受付は行いません。 

  

 

２．事前参加登録について 

 ・本学会は、集合型現地開催＋LIVE 配信によるハイブリッド開催となります。 

 ・参加者の皆様は事前参加登録が必須となります。 

 ・事前参加登録は、オンライン参加、または現地参加のどちらかを選択頂きます。 

  以下、現地参加用セミナーID もしくは、オンライン参加用セミナーID からお申込み下さい。 

 ・現地参加人数は上限がございますので早めの登録をお願いいたします。 

 ・事前参加登録手順： 

 

① 日本理学療法士協会マイページより事前参加登録を行って下さい。 

（2022 年 12 月 5 日（月）9:00 より受付開始） 

＜日本理学療法士協会マイページより申込の場合＞ 

           ・現地参加用セミナーID  ：104405 

・オンライン参加用セミナーID ：104311 

             

情報は、香川県理学療法士会ホームページ内、「第 28 回香川県理学療法士学

会掲載ページ内でも確認できます( https://www.kagawa-pt.com/ )。 

 

② オンライン用セミナーID から事前登録をされた場合、学会開始 1 週前を目

途に当日視聴用の ZOOM ログイン URL 情報をメールにて送信いたします。 

※迷惑メールフォルダー等に送信されている場合もありますので、 

ご確認をお願いいたします。 

 

 

 ・事前参加登録の締め切り：2023 年 1 月 22 日（日）12:00 

    

  

参加される皆様へ  （必ずお読み下さい） 
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3．学会参加方法について 

 ①現地参加の皆様 

  ・受付は、8 時 40 分より第 1 会場前ロビー（ホワイエ）にて開始致します。準備状況により

前後する場合がございますのでご了承下さい。 

  ・本大会は従来の会員証による参加受付・生涯学習ポイント管理は導入しておりません。 

   JPTA アプリケーションにより QR コード読取を行う事で、受付および生涯学習ポイント付

与を行いますので、各自ご準備・ご持参ください。 

   （以下、「４．生涯学習ポイントについて」をご参照ください。） 

  ・JPTA アプリケーションを使用できるデバイスをお持ちでない方、電波環境などの問題で QR

コード読取ができない等の不具合時は、別途帳面による受付を行いますので受付スタッフに

申し付け下さい。その際、①会員番号（8 桁）②氏名③フリガナ④性別⑤生年月日（西暦）、

及び⑥履修目的(登録理学療法士更新／専門理学療法士取得／認定・専門理学療法士更新)の

情報を記入頂きますのでご準備ください。 

  ・受付時間は 8 時 40 分から、9 時 29 分までとさせて頂きます。9 時 30 分以降に来場の場合

でも、学会参加は可能ですが、生涯学習ポイントは付与されませんのでご注意下さい。 

  ・QR コード読取による受付終了後、参加証をお渡しいたします。各自、所属・氏名を記名頂

き、ネームホルダーにてご掲示ください。 

  ・当日は、会場入り口にて体温測定を行います。混雑が予想されますので、時間に余裕をも

ってお越し頂けますようお願いいたします。 

  ・なお、登録理学療法士を未取得の会員様は QR 読込作業が必要ありませんので、受付にて   

お伝えください。 

 

  【重要】 

当日、以下に該当される場合は、申し訳ございませんが、参加をご遠慮していただきますよ

う、ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。 

 

- 持病を除く、すべての体調不良（特に風邪症状）がある場合 

- 過去 7 日間以内に感染リスクが高いと思われる行動や場所への訪問歴がある場合、ま

た、そのような者との濃厚接触がある場合 

- 過去 7 日間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある

場合 

- 過去 7 日間以内に同居している者に感染が疑われた場合 

 

また、当日学会参加された後、学会開催から 1 週間以内に COVID-19 の感染が認められた

場合は下記＜感染発覚時の緊急連絡先＞までご連絡していただきますよう何卒よろしくお

願いいたします。 
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 ②オンライン参加の皆様 

  ・オンライン参加でお申込みされた方は、現地参加はできませんので予めご了承下さい。 

・当日は 8 時 40 分より ZOOM にログインが可能となります。 

・8 時 40 分～9 時 29 分の間に、画面上に QR コードが表示されますので、各自 JPTA アプリ

ケーションより QR コード読取を行い、参加受付および生涯学習ポイント付与を行ってくだ

さい。（以下、「４．生涯学習ポイントについて」をご参照ください。） 

・JPTA アプリケーションを使用できるデバイスをお持ちでない、電波環境などの問題で QR

コード読取ができない等の不具合時は、ZOOM チャット機能を用いて、送信先を「第 28 回

準備委員会」とし①会員番号（8 桁）②氏名③フリガナ④性別⑤生年月日（西暦）、及び⑥

履修目的(登録理学療法士更新／専門理学療法士取得／認定・専門理学療法士更新)の情報

をご記載下さい。 

・9 時 30 分以降にログインの場合でも視聴は可能ですが、生涯学習ポイントは付与されませ

んので、ご注意下さい。9 時 30 分以降のチャット欄記載も基本的には受付いたしませんの

で各自時間に余裕をもって受付作業を実施願います。 

・オンライン受付を完了した対象には後日、参加証をメールにて送付いたします。職場での

参加証明などにご利用ください。 

・LAN の有線接続もしくは安定した Wi-Fi 回線環境下でのオンライン参加を推奨します。 

・学会当日の質疑応答は、現地および ZOOM の Q＆A 機能を用いて行う予定です。 

※座長と演者の皆様、現地来場者の方に限りマイクを使用しての質疑応答を可能とします。   

＜問い合わせ先および感染発覚時の緊急連絡先＞ 

第 28 回香川県理学療法士学会 準備委員長 廣瀨 和仁 

TEL：087-891-2306(香川大学医学部附属病院リハビリテーション部) 

E-Mail：hirose.kazuhito@kagawa-u.ac.jp 

 

４．生涯学習ポイントについて 

・生涯学習ポイントの付与は、JPTA アプリケーションによる QR コード読取にて行います。 

・各自スマートフォンに JPTA アプリケーションをインストールしログインが可能な状態で 

お越し下さい。 

 ＜JPTA アプリケーションのダウンロード＞ 

  2022 年 5 月 16 日から会員専用マイページアプリケーションがリリースされています。 

  日本理学療法士協会 理学療法士向けサイト内 協会からのお知らせをご参照ください。 

https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/newsystem/ 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 ＜ログインを確認＞ 

アプリケーションダウンロード後は、必ずログインができる事を確認下さい。 

ログイン ID やパスワードは日本理学療法士協会マイページログイン番号と同じです。 

ログイン情報を忘れてログインできない場合は、ログイン画面からログイン情報再発行の 

手続きが必要です。 

 

再発行手続きについては、協会 HP「FAQ・お問い合わせ」を参照し対応下さい。 

（FAQ・お問い合わせ：https://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/mypage/system20002.html ） 

 

＜JPTA アプリケーションからの QR コード読込・学会参加登録作業＞ 

①受付開始(8:40)から開会式開始前(9:29)の時間帯に、受付会場および第 1 会場スクリーン上 

に QR コードを掲示いたします。 

②上記 QR コードを読み込むことで学会参加扱いとなり生涯学習ポイントが付与されます。 

③QR コード読取による参加登録を行わなくても学会やの参加に支障はありませんが、   

生涯学習ポイントは付与されませんのでご注意下さい。 

④登録理学療法士をお持ちでない場合は、QR コード読取作業は必要ございません。 

⑤ 実際の学会参加登録作業について 

1) JPTA アプリケーションを起動し、画面下部の「QR」から、スクリーン上の QR コードを 

読み取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ セミナー申込入力画面が表示されるので、内容があっているかを確認し履修目的を選択し、

申し込み者情報を確認（入力）してください。確認（入力）後、「次へ」を選択してくださ

い。 
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⑦ 下記のような画面が表示されれば、学会参加登録の受付作業画面となります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・生涯学習ポイントは以下の通りです。 

  （１）学会参加ポイント 

登録理学療法士更新：5 ポイント 

【カリキュラムコード 53】活動体としての人間理解：活動（運動）のメカニズム 

     認定／専門理学療法士更新、専門理学療法士取得：5 点 

（２）その他 

     認定／専門理学療法士更新、専門理学療法士取得： 

講師 20 点、座長/司会 10 点、査読 5 点、発表 20 点 

 

  問い合わせ先：香川県理学療法士会 生涯学習部 稲田光範 

         高松市立みんなの病院 リハビリテーション科 ℡ 087-813-7171 

メールアドレス：shouga.17kagawa@nifty.com 
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５．オンライン視聴に関しての免責事項 

・インターネットを利用しての配信のため、回線状況により画像および音声が乱れる場合がご

ざいます。また、場合によっては学会を中断し、再接続して再開する場合がございます。 

・ご自身の機器にアクセス制限などのセキュリティーがかかっている場合、URL へアクセスで

きない場合がございます。 

・本学会は登録いただいた方のみが視聴いただけます。オンラインでの参加人数に制限がござ

いますので、同一アカウントを使用した複数機器からの同時視聴はお控えください。 

・登録 URL、参加 URL、ID、パスワードの譲渡および共有を固く禁じます。また、配信内容の

撮影、録音、キャプチャなどの複製を固く禁じます。 

 

６．駐車場について 

  穴吹学園ホール駐車場 230 台（立体駐車場）をご利用ください。 

  駐車券が発行されますが、会場内にて無料処理が行えますのでスタッフへお声かけください。 

  


