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再度のお知らせです
日頃より協会運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。
周知のとおり、平成29年度予算総会において代議員制度移行に伴う定款改正が承認されました。
それに伴い、Ｈ30年12月に代議員選挙告示があり、代議員選出されているところです。
今回の代議員制度導入に伴い、総会については代議員となります。
但し、代議員総会の傍聴については可能です。
傍聴につきましては、その手続き等を含めてホームページ上でご案内いたしますので、ご確認ください。
なお、総会での議決及び承認事項等のご報告は、ホームページ並びに研修会等で行うことになります
ので、あらためてお知らせいたします。
制度の変更等はございますが、協会活動につきましては会員からのご意見をいただきながら運営して
参りますので、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度について
Ｈ26年度より日本理学療法士協会（協会）では、『地域包括ケアシステム』を推進するにあた
って、「地域ケア会議」、「介護予防」の２つの施策に重点を置き、地域包括ケアシステムに関
わることのできる人材の育成を始めています。
そのための育成制度として、
【地域ケア会議推進リーダー】、
【介護予防推進リーダー】の２つ
の資格コースが設定されています。
これまで当会においても年１-２回の導入研修会等を実施し、現在、合わせて約500名のリーダ
ー修了者が地域で活躍してます。
新プロ修了したし挑戦してみたい！あらたな知識を付けてみたい！
と感じている先生方
また、現在活動はしていても、まだ取得されていない先生方、ぜひ
この機会に手続きをされてみてはいかがでしょう！！
制度や手続きについては、県士会のＨＰにも掲載していますが、以下の流れで取得可能です。

登録申請

ｅーラーニング

導入研修

事業参加

パターン②

登録申請

事業参加

ｅーラーニング

導入研修

パターン③

登録申請

ｅーラーニング

事業参加

導入研修

いずれの順序も可能

パターン①

まずは、日本理学療法士協会ＨＰマイページ上より手続きください。
＊ｅ－ラーニングについては、免除できる先生方もいらっしゃいますので詳細はＨＰで
ご確認ください。
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大隅地区介護予防推進リーダー研修会並びに地域ケア会議推進リーダー研修会報告
渉外担当理事

有

村

宣

彦

平成31年１月12日、13日に一般社団法人鹿児島県理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協
議会が主催し、介護予防推進リーダー研修会、地域ケア会議推進リーダー研修会を開催いたしま
した。
今回は60名定員のところ、大隅地区は勿論、姶良・国分、また鹿児島市から100名近い会員の
お申込みがありました。なかなか鹿児島市以外の地域での開催は難しいために、受講要件を満た
している方は一人でも多く受講して頂こうという協議会の意向もあり、定員を超えた受講者で開
催いたしました。
講義内容では、介護予防推進リーダー研修会では、本会会員の小牧隼人氏（馬場病院）からは
日置市の介護予防事業の実践等が話され、地域住民のために今後如何に介護予防事業が必要であ
るか感じることが出来たのではないかと思います。また地域ケア会議推進リーダー研修会（以前
の地域包括ケア推進リーダー研修会から名称変更）では、モデル症例を通じて、地域ケア会議を
想定し、リハ専門職としてどのような助言ができるかということをテーマにワークショップも行
いました。限られた時間の中で、対象者の生活がさらに充実したものになるような助言を三療法
それぞれの視点から議論されていらっしゃいました。
この各リーダー取得は地域包括ケアの入り口に立ったに過ぎないと考えます。今後は、ステッ
プアップ研修等でさらに研鑽を積み、地域で必要とされたときに、スムースに活動が出来るよう
に準備を進めて頂きたいと思います。
また、今回は受講要件で会員の皆様にご迷惑をお掛けしました。今後は申し込み開始日までに
必要な受講要件を満たすよう、お願いいたします。
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日本障がい者スポーツ協会公認中級障がい者スポーツ指導員講習会（理学療法士向け）活動報告
専門領域障がい者スポーツ領域担当

松

田

史

代

昨年（平成30年）９月９日（日）・17日（月・祝）・23日（日）・24日（月・祝）の4日間、日本
障がい者スポーツ協会公認の中級障がい者スポーツ指導員講習会をハートピアかごしま（鹿児島
県障害者自立交流センター）にて開催しました。
中級障がい者スポーツ指導員は、通常初級障がい者スポーツ指導員取得後、一定期間の活動実
績がなければ受講できませんが、日本理学療法士協会会員であること、またそのための研修会で
あること等の条件に、初級の資格および活動歴がなくても受講・取得できる中級の講習会を、鹿
児島県障害者スポーツ協会，社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会との共同主催にて実施し
ました。
募集定員40名のところを、計47名（県内45名、県外２名）の応募があり、全員全日程を受講さ
れました。講義（座学）16.5時間、実技・実習13時間に加え、講習後の活動実績報告提出をもち、
全講習課程修了と、受講生にとってはかなり労力を要する講習会であったとは思いますが、多く
の方が参加くださり感謝しております。障がい者スポーツは、基は理学療法から発展してきた背
景がありますが、意外と知らない理学療法士も多いのではないでしょうか。
講義では、全国障害者スポーツ大会や障害者スポーツ指導員についてはもちろんのこと、「障
がい各論（視覚障害・聴覚障害・知的障害・精神障害）」や「栄養学」，「スポーツ心理学」，
「トレーニングの基礎知識」，「全国障害者スポーツ大会の障害区分判定」等について、知識を
深めました。特に、栄養学は、鹿屋体育大学のアスリート食堂でおなじみの「KAGO食スポーツ」
の長島先生にバランス良い栄養の取り方から、競技に関わるときにどのタイミングでどのような
食べ物を摂取すべき等、ご教示いただきました。また、「障害区分判定」という障がい者スポー
ツ特有の選手の障がいレベルの評価方法等、日本パラ陸連クラス分け運営委員会委員長の池部先
生から直接、どのような視点で、どのように選手を評価していくのか、理学療法士だからこそ出
来る、求められるスキルについて、熱く教えていただきました。

鹿児島で視覚障害者ランナー
レジェンドの三雲選手

視覚障がい者との伴走体験
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実技・実習では、理学療法士だけではなく、実際の障がい者スポーツの現場で指導者として携
わっている方々にお越しいただき、指導する上での注意点や、ポイント等教えてもらいながら、
実際に行ってみました。
また、視覚障がい者との伴走体験や、車いすバスケットボールでは、障がいを呈された選手の
方々にも一緒に参加していただき、意見やアドバイスをもらいながら、実際に行ってみることが
出来ました。視覚障がい者の誘導の仕方、声掛けの仕方、競技属性（短距離・長距離等）での声
掛けの内容等、一緒に誘導して行うことで、知識だけではなく実際に行う難しさ等、実感できた
のではないでしょうか。
また、車椅子バスケットボールでも、競技用車いすを実際に使用して行いました。ブレーキが
ついていない車椅子をどのように止めるのか、ハンドリム部分がなぜ「八の字」になっているか、
車椅子に乗りボールを扱いながらどのように車椅子をコントロールするか、現物を扱ってみて分
かることも多々あったかと思います。

実技・実習でのグループワーク

フライングディスクの実技研修

水泳での入退水の介助法

2020年10月24日
（土）～10月26日
（月）鹿児島の地で、全国障害者スポーツ大会が開催されます。
また、同年は東京オリンピック・パラリンピックがありますし、鹿児島県で鹿児島国体・全国障
害者スポーツ大会も開催されます。地元鹿児島で開催される全国障害者スポーツ大会に、チーム
鹿児島としてサポートできる体制作りのひとつとして、今回の研修会を企画させていただきまし
た。受講してくださった会員の皆さま、ありがとうございました。開催期間中、各競技会場に
コンディショニングルームを設営し、鹿児島県理学療法士協会も携わる予定です。多くの会員の
皆さまのご協力が必要となってきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それに併せまし
て、来年度は、より専門に特化した研修会を企画していますので、数多くの方に興味・参加いた
だけますと幸いです。
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演題募集要項

演題登録は、インターネットを利用したオンライン登録のみです。
ホームページの演題募集要項を熟読したうえで登録に臨んでください。

公益社団法人日本理学療法士協会会員であり、かつ九州各県士会会員に限ります。

新人教育プログラムの単位、もしくは認定理学療法士および専門理学療法士制度の「ブロ
ック学会」ポイントになります。

演題登録にはユーザー登録と電子メールによる認証が必要です。

１. 募集期間は2019年3月19日(火) 14:00 ～ 2019年4月19日(金) 14:00とします。
２. 締め切り間際はアクセス集中によりサーバー処理能力が極端に低下します。余裕をもっ
て登録いただくことをおすすめします。
３. 応募期間中はIDとパスワードを用いてログインすることで、いつでも登録確認・訂正を
行うことができます。

１. 応募された抄録内容と学術大会当日の発表内容が大幅に異なることのないようにしてく
ださい。
２. 筆頭演者として複数の演題を登録することは認めません。
３. 共同演者も原則として会員に限りますが、会員以外の共同演者である場合は、その主体
が協会会員であることが必要です。
４. 内容の類似している複数の演題および他学会に応募中、あるいは発表済みの演題は応募
しないでください。演題採択後にそれらの事項が発覚した場合は、すべての演題が取り消
しになる場合があります。
５. 筆頭演者が発表出来ない場合は、必ず共同演者もしくは代理が発表を行ってください。
６. 日本理学療法士協会および九州各県士会の年会費未納が確認された場合は、演題が取り
消しになります。

・ヘルシンキ宣言等（倫理的な配慮）に沿った研究であることを確認し、説明と同意や個人
情報の保護などの倫理的な配慮に関する記述をして下さい。
・原則として厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従うものとし
ます。
・必ず登録時に指定された箇所に倫理に関する記述をしてください。記述がない場合には登
録できません。
・倫理委員会の承認を得ている場合には、承認番号または承認日を記載して下さい。
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・研究対象にとって不利益となるような属性（人名、施設名等）を記載しない等、プライバ
シーポリシーに十分配慮してください。
・利益相反の可能性がある事項（寄付金など）がある場合、研究助成がある場合はその旨を
明記してください。
・これらについては、すべて登録者の自己責任において登録を行ってください。

１. 抄録の体裁
抄録内容は、【目的】【方法】【結果】【考察】【まとめ】などの小見出しを必ず【 】
を付けて分類してください。なお、抄録作成および本学術大会のすべてのセッションにお
いて、
‘訓練’は学術用語としては相応しくないとの判断からその使用を自粛してください。
抄録は、【目的】【方法】【結果】【考察】【まとめ】などで1,200文字以内、加えて、
【倫理的配慮、説明と同意】を300字以内で入力してください。いずれも日本語全角換算
（半角英数字は2文字を1文字に換算）での文字数です。テキスト以外（図表、動画、音声
など）は入力できません。
２. キーワードについての注意
キーワードは３つとし標準的な用語を使用して、必ず単語一語で入力してください。
３. 発表形式と演題分類
・発表形式：「口述発表」または「ポスター発表」
・演題分類：演題登録ページ上で表示される第 1 希望・第 2 希望をそれぞれ選択してく
ださい。
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

運動器
基礎（ひとを対象とした基礎領域）
基礎（動物・培養細胞を対象とした基礎領域）
内部障害
支援工学
小児
神経系

８.
９.
10.
11.
12.
13.
14.

スポーツ
地域
予防
教育・管理
物理療法
がん
その他

１．発表形式については、学会長の判断で変更する場合がありますのでご了承ください。
２. 口述発表において、「本学会のテーマに即している」かつ「特に理学療法の今後の発展
に寄与できる」とみなされるものについては、優秀演題発表として依頼させて頂きます。

１.
２.
３.
４.

演題採択結果は登録された電子メールアドレス宛にメールにて通知いたします。
採否通知は、2019年6月下旬を予定しています。
採択された演題の取り消しはできません。
採択後でも重複演題と判断した場合は、採択を取り消します。

九州理学療法士学術大会2019 in 鹿児島 黎明学会ホームページのメールフォームまでお問い
合わせください。
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私と私の職場
株式会社至誠舎

永

原

デイサービス至誠舎くしきの

真

一 ・ 前

田

実

範

寒い中にも春の足音が聞こえてくるような今日この頃、協会会員の皆様におかれましては、ま
すますご健勝のことと存じます。
今回は、私の職場『デイサービス至誠舎くしきの』をご紹介させていただきます。施設名から
お分かりのようにいちき串木野市にある、定員１８名以下の地域密着型のこじんまりとしたデイ
サービスです。今年で開設から約５年となります。アピールポイントとしては、現在リハビリテ
ーション専門職（理学療法士２名、作業療法士２名）を配置した、機能訓練に力を入れた体制に
あります。また一昨年より、総合事業の通所型サービスＡも２時間の短時間サービスで提供して
います。
地域包括ケアシステムの構築の必要が叫ばれる中、小さな事業所のメリットである機動力を最
大限に活かし、これまでもいろいろな取り組みや地域交流を行なってまいりました。いちき串木
野市の推し進める住民主体の介護予防事業「ころばん体操」の定期的な評価・指導や、地域ケア
会議へのスタッフ派遣、在宅医療介護連携推進事業の研修講師担当など、地域よりセラピストの
参加を求められることには積極的に応えています。また、施設活動の一貫として行なっている
ペットボトルキャップやベルマークの収集や、手編みのアクリルたわしなど、一定量があつまっ
たところで、地域の保育園や小学校、中学校に届けたり、利用者である要介護者が持つ能力を可
能な限り発揮して、社会の一員としてあり続けることができるような取り組みを心がけています。
最近は敷地に内に利用者が建てた野菜の無人販売所が好評です。買い物が困難となっている利用
者の生活の一助となったり、地域の方々との交流が生まれたり、就労支援施設から出品いただい
たりと、様々な産物があり楽しく思っています。
これからも、セラピストの可能性を最大限に発揮した働きを模索しながら、地域のリハビリテ
ーションを活性化していく一役を担っていきたいと考えています。
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私のおすすめ
社会医療法人恒心会

おぐら病院

山之内

美

穂

高齢化社会となってきている現在、リハビリの対象は小児～高齢者と幅広いですが、特に当院
では高齢者患者を対象にリハビリを行うことが多く、内部疾患等の合併症をもっていることが多
いです。リハビリ前後やリハビリ中には患者様のバイタルサインの確認を行い、セラピストに
とっては当たり前の手順ですが、もし、臨床現場で実際に状態変化が起きた時、私たちセラピスト
は迅速な判断・行動が出来るでしょうか。
今回紹介する書籍は「リハビリテーションリスク管理ハンドブック」です。本書籍では、リハ
現場で働くスタッフを対象に、“患者の急変”という視点からリスク管理について解説した書籍
です。「予測」「判断」「対応」という３つの切り口で構成されており、予測では疾患ごとに急
変が生じやすい症例を解説、判断ではリハで遭遇しやすい症状とその対処を紹介、そして対応で
は心肺蘇生法や外傷対応など具体的な処置について説明してあります。
１人１人のセラピストが日頃から危険意識を持ち、安全にリハビリテーションが実施すること
につながる１冊の書籍だと思いますので、ぜひ本書を手に取ってご一読いただければ幸いです。

リハビリテーション
リスク管理ハンドブック
編集：亀田メディカルセンター
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先輩認定理学療法士よりアドバイス
認定理学療法士
小原病院

脳卒中

有

村

昌

子

◆取得しようと思ったきっかけ・分野について
認定理学療法士を取得しようと思ったきっかけは、私が勤務している病院は、枕崎市にありま
すが、院長の専門が脳外科で南薩地域の救急受け入れをしており、発症時早期からのリハビリは
もちろんのこと、外科や循環器疾患に対応したリハビリを行うにあたり、疾患や治療に伴うリス
ク管理など、専門的で最新の知識や技術の習得が必要だと感じていました。また当法人で働く
セラピストも増え、リハビリの対象疾患も増えてきたことから、「浅く・広く」ではなく「深く・
広く」知る事が必要だと考えており、そのためにはそれぞれの分野での得意分野を作って、スタ
ッフ間で情報の共有ができればと・・・
まずは自分がやってみよう！がきっかけでした。

◆研修会受講・症例報告・試験への対策について
以前は鹿児島で開催される研修会が少なかったこともあり、勉強するには県外に行くことが多
かったですが、最近ではさまざまな研修が、鹿児島県内で受けられるようになっていますし、
ｅ-ラーニングのシステムもあるようで、うらやましい限りです。
症例報告は、脳卒中に関しては、発症当日からリハビリのオーダーが出ることがほとんどで、
日々変化する患者さんの状態や評価などを、リハビリシステムで管理していたために、振り返る
作業自体は思った以上に苦労はしませんでした。認定試験はかなり前の話になりますが、認定必
須研修や指定研修の内容以外からも出題されていたため、日々の勉強（情報収集）が必要だと感
じたことを覚えています。

◆認定理学療法士を取得して
認定理学療法士を取得したことで、一緒に働くスタッフにも取得に向けてのアドバイスができ、
次に続いてきてくれているので、いろいろな分野での専門性及び臨床能力も高めることができる
ようになっていると思います。

◆今後の目標など
理学療法士としては、今後も継続して自己研鑽に努めていきたいと思っておりますが、若い
セラピストが成長し、目まぐるしく変化していく医療や介護分野の中で、リハビリテーション部
門がますます活性化し、変革していく姿を楽しみに見守っていきたいと思います。
★今年度の認定PT試験は、３月２日（土）に全国の会場で実施予定です。
指定研修や必須研修の５年間の有効期限が設定されていることや新生涯学習
システムへ移行される前の受験を考えている先生方も多いようです。受講され
る予定の先生方、体調管理に気を付けて試験に臨めますよう、最後の追い込み
頑張ってください。
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新人教育プログラム修了申請手続きについて（Ｈ31. 2月現在）
＜生涯学習の流れ＞

了

新人教育プログラム

修

専門分野登録

終了申請

（マイページより）

会

新人教育プログラム
単位履修

入

15

新人教育プログラムの必要履修単位を修了されたかたは、各自修了手続きを行わなければ、
生涯学習プログラムへ移行されません。
新人教育プログラム修了必須単位は、以下の通りです。
テーマ

テーマ名

修了要件

Ａ

必須初期研修

5単位中5単位

Ｂ

理学療法の基礎

4単位中3単位

Ｃ

理学療法の臨床

7単位中4単位

Ｄ

理学療法の専門性

4単位中2単位

Ｅ

理学療法における人材の育成

3単位中1単位

忘れずにマイページより
各自で手続きしてください。

各個人で履修状況をマイページより確認出来ます。確認方法は、
マイページにログイン＞生涯学習管理＞履修状況確認＞〔新人教育プログラム〕ボタン です。
15単位の履修後、マイページの履修状況
確認画面に「修了申請」ボタンが表示され
ますので、クリックして、修了手続きを行
ってください。

修了の手続きは履修単位を修得した後、いつでも可能ですが、新人教育プログラム修了日は最短で
入会年度の年度末となります。
また、生涯学習ポイントは、原則新人教育プログラム修了日以降の活動が対象です。
日本理学療法士協会主催で、入会1年目よりｅラーニングでの新プロの受講可能となっております。
（Ｂ、Ｄ、Ｅのみ入会１年目より可能、４年目以降はＡも受講可能になっています）
詳しくは、日本理学療法士協会ホームページ⇒会員の方へ→教育・研修⇒ｅラーニングをご参照くだ
さい。

-12-

（公社）鹿児島県理学療法士協会ニュース

№79（118）

2019.2.24

発行

来年度新入職員が入られる施設の先生方へ
４月から新年度を迎え、新しく職員を受け入れられる施設も多いと
思います。
入会申込後、入会金および年会費の納入を確認したのち、日本理学療法士協会の理事会で承認
され、正会員として登録されるため、入会手続き後、数か月はかかるのが現状です。
その為、研修会参加時に登録が完了していない場合、非会員扱いとなってしまいます。入職後、
直ちに手続きをされるようご指導をよろしくお願い致します。
また、日本理学療法士協会ホームページで、入会案内に養成校卒業生の皆様へという案内バナー
がありますので、そちらをご参照ください。

＊以下の新卒者オリエンテーションに関しては、入会手続き中の有無に問わず、
参加可能です。

平成31年度新人オリエンテーションのご案内・お願い
生涯学習部担当理事
部長

生
横

駒
山

成
尚

亨
宏

平成31年度新人オリエンテーションの開催を予定しております。
会長の激励の挨拶から始まり、施設・病院等で働き始めるうえで大切な「理学療法と
倫理」、日本理学療法士協会への入会案内等についての説明、これから理学療法士とし
て働いていくにあたっての職域の問題や診療報酬関係で必要となってくる「理学療法連
盟政策」の講義を行う予定です。例年、出席者で会場が満席になるオリエンテーション
です。
本協会ニュースが施設に届くときには、新人の先生方はまだ入職されておりません。
そこで、先生方に大変不躾なお願いですが、新人の先生方が入職されましたら、是非
新人オリエンテーションにご参加いただくよう、周知して頂けないでしょうか。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

＊ 開催は４月初旬を予定しております。詳細は決まり次第県士会ホーム
ページでご案内しますので、よろしくお願い致します。
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12月７日～１月31日現在受理分
ニュース
滋賀№211 大分№117 群馬№136 大阪№271
和歌山№85 新潟№185 広島№256 神奈川№278
兵庫№178 京都№279 熊本№129 静岡№172
学 術 誌
鹿児島県医師会報 第810号
兵庫県理学療法士会創立50周年記念誌
第28回山口県理学療法士学会学会誌
岐阜県理学療法士会学術誌 第23号
鹿児島県医師会報 第811号
理学療法ジャーナル 第53巻 第1号
県薬剤師会報 第178号
理学療法学 第45巻 第6号
No Limit 第76号
第29回岐阜県理学療法学会学会誌
理学療法兵庫 第24号
＜会員動向＞
入会 ０件 県内異動 97件 転入 ４件 転出 ２件
休会 14件 休会継続 11件 退会 ５件
＊先生方の名前については控えさせていただきます＊
会員数
2656名
会員所属施設数 445施設
役員行動録
１月９日

全国障がい者スポーツ大会打ち合わせ会議
（鹿児島大学）（梅本）
１月12-13日 介護予防・地域ケア会議推進リーダー
研修会（大隅）（梅本・坂本・平名）
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１月16日 理事会・九州理学療法士学術大会準備委員会
（梅本・平名・坂本・弥栄・生駒）
１月19日 介護職スキルアップ研修講師
（介護・実習普及センター）(弥栄)
１月21日 第2回教育課程編成委員会（南学園）(弥栄)
１月25日 鹿児島県リハビリテーション施設協議会研修会
（梅本）
１月29日 第３回管理者研修会
（姶良地区→梅本・弥栄)
(南薩地区→平名)
２月１日 鹿児島市地域ケア会議運営打合せ (平名)
２月２日 九州ブロック災害対応担当者会議（梅本）
２月２日 スポーツドクター研修会（坂本）
２月４日 規約審議委員会(坂本・平名・弥栄・生駒)
２月６日 ハートピアかごしま事務局打合せ(平名)
２月９日 宮崎県理学療法士会創立45周年記念式典
（梅本）
２月10日 地域リハビリテーション活動研修会
（梅本・坂本・平名）
２月12日 第３回管理者研修会
（鹿児島地区→梅本・坂本）
２月13日 第３回管理者研修会
（北薩地区→梅本・坂本）
２月14日 リハビリテーション教育評価機構訪問調査
（宮崎）（梅本）
２月14日 姶良市介護予防・生活支援サービス従事者
研修講師（弥栄）
２月16-17日 臨床実習指導者中央講習会・福岡（生駒）
２月20日 九州理学療法士学術大会準備委員会
(坂本・平名・弥栄・生駒)
２月23日 臨時都道府県会長会議(平名)
２月24日 県学会・理事会
（梅本・平名・坂本・弥栄・生駒）

残寒の中にも、かすかな春の息吹が感じられるようになりました。今年はインフルエンザが
大流行しており過去最多となっています。
私のおすすめで山之内先生がリクス管理の書籍を紹介して頂きましたが、自分自身のリスク
管理も重要だと感じました。外出後は必ず手洗い・うがいを行い、室内の湿度は50～60％を維
持することを心掛けましょう。
また、外出する際はマスクの着用をし、インフルエンザの感染予防に努めましょう。
広報誌に関してご意見等ございましたら、編集部まで連絡をお願い致します。
r iha b i r i @ g y o k u sh o u k ai .co m
編集部

春

田

里

奈

2019年度の年会費の納入期限は
2019年3月31日までです！
！
■年会費

２０，
０００円
(日本理学療法士協会会費 11,000円 ＋ 鹿児島県理学療法士協会費 9,000円)

■会費納入期限

３月３１日

■引落日

３月２７日

楽天カード

口座振替

＊楽天カード・口座振替の登録がない場合は、２月21日以降、日本理学療法士協会より振込用紙が送られて
きます。
▶2/20までに、楽天カードまたは口座振替への切替えをされた方は、3/27引落で請求させていただきます。
▶振込の場合のみ、別途収納手数料（486円）がかかります。ぜひ引落決済への変更をご検討ください。

異動・休会・退会のご申請は、２月２０日までにお手続きください。
２月21日以降異動手続きをされた場合、年会費の請求手続きに影響が出る場合があります。

４月より、以下会員権利を全面停止とさせていただき、
退会手続きを進めます。
（勤務先都合により事前に連絡のあった方、復会申請中の方を除く）

・研修会・学会等への参加申込
・会員としての各種演題登録
・会報誌・学術誌の発送
・理学療法士賠償責任保険の全員加入・任意加入（新規および継続）
・選挙権・被選挙権

他

退会後は、生涯学習履歴は全て無効となります。
再度在籍を希望される際には入会手続きが必要となり、新人教育プログラムから再履修いただきます。

