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Ⅰ．業務全般に関する事項 

 

１．【目的】について 

 現在、理学療法の対象は、非常に多岐にわたっている現実がある。つまり、法で定めら

れた理学療法士の業務の場としての、医療機関やその枠を多少広げた老人保健施設、社会

福祉施設にある対象者（患者）ばかりでなく、医療機関とは違った仕事場をもつ理学療法

士が増えてきたため、その対象者が現に障害を有するものでない場合も出現してきたので

ある。この現実についての説明は後述することにして、ここでは法で定められた、理学療

法士の行う理学療法の対象・目的を中心に述べることにする。 

  「理学療法士及び作業療法士法」１）、「理学療法士及び作業療法士法の解説」（以下、法の

解説と略）２）によると、 

理学療法とは、 

 １）その対象となるものは、身体に障害のあるものであり、 

 ２）その主な目的は、対象となるものの基本的動作能力の回復を図ることであり、 

 ３）そのために用いられる手段は、対象となるものに治療体操その他の運動を行わせる

ことおよび対象となるものに電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えるこ

とであって、 

と示されていることからすると法的には、この対象、目的および手段の三点においてこの

定義にあてはまらない行為は理学療法とは解釈することができない。たとえば、身体に障

害のないものに対するマッサージであるとか、身体に障害のあるものに対し、その基本的

動作能力の回復を図るために行われる手術や投薬などの診療行為は、いずれも理学療法に

は属さない。ただし、ここにいう身体に障害のあるものの範囲は身体障害者福祉法にいう

身体障害者の範囲よりも広く、半永続的な障害や多くの内科的な障害、ときには外科手術

後の一時的な障害をすら含むことがある、と述べている。 

 

 言い換えると、理学療法の対象とされる身体障害の範囲は、およそ永続的であると一時

的であるとを問わず、疾病ないしは先天的な異常によって身体の諸機能（精神機能を除く）

になんらかの障害を現に有するものはすべてこれに含まれると考えられる。ただ、理学療

法の主な目的が、失われている基本的動作能力の回復を図ることにあるために、理学療法

の対象となる身体に障害のあるものの範囲は、おおむね基本的動作能力に障害のあるもの

だけにおのずから限定されることとなる。また、基本的動作能力とは、坐る、立つ、歩く、

体や手足を曲げたり伸ばしたりするといった人間にとって基本的といえるような運動能力

の事をいい、このような能力の障害は、手足、肩、腰あるいはこれらの運動をつかさどる



神経筋系統などに障害がある場合に多くみられるが、そのほか呼吸器、心臓、消化器等の

内臓の障害に伴って生ずる場合もある、としている。 

  これらをみると、現在問題となっている急性期の呼吸・循環器障害者に対して行う理学

療法も、理学療法士が対応してもよいだけの法的な下地はあることが分かる。今日、治療

対象としては一般的な脳卒中片麻痺の患者すら過去には治療対象として指示されることが

なかったのであるが、今では何の違和感もなくこの患者が理学療法の対象になっている。

このことを考えれば、現在は一部の理学療法士しか対象としていない疾患が、一般的な理

学療法の対象となるかどうかは、理学療法士の今後の姿勢一つにかかっているといえよう。 

 また、前述の「理学療法士及び作業療法士法」や「法の解説」ではうたわれていないが、

厚生労働省告示として[注１]、 理学療法士による脳卒中や老人の障害に対しての、発症直

後からの早期・超早期理学療法のサービスが制度上理学療法士に裏付けられた。それに付

け加えて、医療施設が併設されていない小児や若年者に対する通園・通所施設ですでに行

われている理学療法サービス、在宅老人に対する寝たきり予防や心身の機能維持・増進を

図るための理学療法サービスがある。中でも、障害が起こる前に行う理学療法、すなわち

予防的な理学療法の考えが、老人に限ってであるが期待されてきたことは、非常に画期的

なことである。この考え方そのものは、特に目新しいものではなく、術後の成績をあげる

ために術前から理学療法士が対応する場面は、今までもすでに在ったわけであるが、この

考え方が公的に認められるためには、やはり、理学療法士の卒前・卒後の教育を含んだ、

理学療法技術の積み上げが必要とされよう。 

 

［注１］〈老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に基づき、老

人理学療法等の施設基準を定める件〉［昭和６３年１月厚生労働省示第 73 号、改正平成４ 

年４月１日］ 

 

２．【研鑽および資質の向上】について 

 理学療法士の医療における業務の対象は、多くはなんらかの疾患や障害のある人がその

対象である。さまざまな人格、社会的背景を持った対象者と直接触れ合う専門職として、

高度な知識と技術、さらには、豊かな人格をそなえる必要がある由縁である。医療におい

て限られた分野だけを専門に扱う職種が多数誕生しているが、その業務領域をはっきりす

ることにより、特色のあるより進んだ専門性が期待できる。しかし、その反面ある分野に

携わる職種の専門性向上の努力にともない、隣接する職種との壁が高くなり各々の領域で

のみ専門化の進む恐れがある。このことは、今の医療社会においては決して患者の利益に

はならない。ある職種の独立が専門家として社会的に容認されるのは、その技術に対する

信頼性の高い評価に基づくものと考えてよく、専門家たるための核となる理学療法知識・

技術、理学療法士としての人間性の錬磨は、我々に課せられたこととして特に必要である。

それと同時に、医療の場においては関連する職種と互いに認め合い、結び付きに洩れがな



いように細心の注意を払いチームワークを密にすべきである。我々は、自己の研鑽はもと

より、関連する分野に対する知識や現在の医療に対する問題にはいつも注意を払い、情報

を収集し分析することによって、その時代にあって一番よい治療のために、医療技術の研

鑽義務が課せられている。 

 

３．【基本的姿勢】について 

  理学療法士は、単に身体の障害の克服を目指すばかりではなく、その対象者の社会的背

景やそのときの心理的な状況を理解して言動をわきまえなくてはならない。「法の解説２）

第３章（１）心身障害という重荷を負う人々」によれば、『現代社会においても、心身の障

害があるということは、人生の旅路をたどる上での大きなハンディキャップであることは

いうまでもない。身体に障害があるとその人の行動能力は制限され、労働や勉学にさしつ

かえることはもちろん、その障害の程度が重いときは自分の身のまわりのことを処理する

にも思うにまかせないということになる。また精神に障害があると心のコントロールがで

きないので、社会生活に適応することが困難になる。』ので理学療法士は失ったものを数え

るだけではなく、残された能力を最大限に活用できるようにし、社会復帰に向けてともに

最大限の努力をしなければならない。また、対象者および家族のニーズを理解し、現実の

障害程度を十分に把握してその目標に対して最善の努力を払う必要がある。このことは、

医療という業務が人々の健康、生命とに深く関わっている点に根拠が求められる。 

 

 また、常に切磋琢磨することにより理学療法の分野を高めようとする努力を怠ってはな

らない。 

 日本理学療法士協会倫理規定３）の前文には『今日、分化、高度化する医療にあってリハ

ビリテーションの一翼を担う理学療法士への期待に対し、応えることの責任は極めて大き

い。理学療法士は、この重責を十分に認識し、これに答えるために、理学療法を業とする

個人として、あるいはその団体（協会）として、社会や市民に対し不断の努力と善意をも

って寄与するよう傾注することが望まれる。』とある。 

 同規定にはこの目的を達成する原則として、『３．理学療法士は患者の医療、福祉に寄与

するために、常に高水準の専門的知識と技術の習得、維持に努め、これを実践に生かす。』、

『８．理学療法士の活動は、病院・施設内に留まらず、広く公衆衛生、保健、地域活動の

向上にも関与し、社会の理学療法への要求に答えるよう努力する。』、『９．理学療法士は、

後進の育成に関心を示し、教育水準の向上を図るよう努力する。』と定められている。 

 また、理学療法士という職業は、対象者との心のつながりが重要な職業である。ともす

れば医療を与える立場となり、言葉使いを含めた接し方に配慮を忘れる場合がある。しか

し、理学療法士の役割は対象者の持つ最大限の能力を引き出すことであり、その助けとな

ることが本来の職務である。その点を常に念頭におきながら、謙虚な態度を忘れずに接す

ることが重要である。 



 なお、専門職の特性としては３つの側面から、以下のようなことが言われている４）。 

 １）技術的側面からは、公益奉仕を目的とする継続的な活動であり、科学や高度の知識

に支えられた技術を持ち、その技術の使用を支えるための一般的利益を持つことが大

切である。 

 ２）経済的側面からは、対象者の幸福や利益を図ることを行動の基準とし（利他主義）、

あくまで中立的立場を保つよう努力する。 

 ３）社会的側面からは、理学療法士としての認識を持った自己規制の団体であることが

必要となる。これらのことを理学療法士として認識し、最善を求めて努力することが

基本的な姿勢として望まれる。 

 

４．【チーム医療での協調】について 

 医療が高度に発展し疾病構造が複雑になってくると、細分化された領域に熟練した職種

が配された方が医療経済的にも合理的であり、医療技術的にも良質なサービスが期待され

る。そのために公認の資格を作り、その資格を有するものに限って医療の一翼を担うこと

ができるようになった。そして、多種多様な医療分野の中の一部を専門に扱う職種が生ま

れてきた。また、医療の分野において合理化と能率の向上が必要となり、このような要請

が多様な医療関係職種間におけるチームワークによる医療を行う現在のような体制を生ん

だ。 

 リハビリテーション・医療を円滑に進めるためには、その対象者に関係する医療スタッ

フ間の緊密な連携が必要である。従来より、各医療関連職種は医師との密接な繋がりをも

った形で専門化しやすい制度になっていたことが、医療を受ける側からにとっても医療経

済的にみても、決して好ましいことではないと言われている５）。チーム医療の必要性につい

ては「理学療法士及び作業療法士法」１）にはうたわれていないが、近年制定された「義肢

装具士法第 39 条」には『義肢装具士は、その業務を行うにあたっては、医師その他の医療

関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない』と他の医療関

係者との連携がうたわれており、「臨床工学技士法」にも同様の条文がある。これは従来の

反省に立って記載されたものといわれている。リハビリテーションが欧米より導入されて

から日本においてもチーム医療の重要性が論議され、それが法律的に明らかにされたこと

は意義深いことである。 

 リハビリテーションに携わるチームの構成員としては医師、看護師、作業療法士、義肢

装具士、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、言語聴覚士、生活指導員、介護福祉士、

寮母など多くの関連職種がある。一方、地域に目を広げてみると、保健師、教師、保母な

どとの連携があり、チーム全体で対象者に取り組む必要がある。そのためには、チーム全

体の方針と対象者のニーズが同じ方向性を持つことが重要である。理学療法士が高度化・

専門化していく医療と医療へのニーズに応えていくためには、他の専門職との協力関係を

損なわないように、対象者が求めるニーズを満たすために良好な関係を作り出し、相携え



ていくことを念頭に置く必要がある。このことは、病院以外の施設・学校などにおいても

同様のことがいえる。また、必要時には医療関係職種以外の職種（例えば住宅改造におけ

る建築士等）とも連携しなくてはならない。 

 このような同じ方向性を持つためには、定期的なカンファレンスも必要なことであるが、

日常のスタッフ間におけるスムースな意志疎通が重要である。そして、何が対象者のため

であり、どうすることが医療の質の向上に最も役立つかという観点に立って考えるべきで

ある５）６）。 

 

５．【法の遵守】について 

 「法律」というと、わかりにくいもの、わずらわしいものと敬遠されがちなものである

が、行政機関による判断・命令や裁判所における結論もその基となるのは法律、政令、規

則等であり、好き・嫌いに関係なくこれを守らなければならない。これら法律等は我々の

「社会生活上のきまり」であって、この「きまり」を守ることにより社会の秩序が維持さ

れるからである。医療に従事するものは、通常の法概念を理解し、主要な医療法規７）も知

っておく必要がある。これは、その業務を円滑に進めていくだけでなく、常に発生する可

能性のある医療事故や医療紛争にも十分に対応してゆくための方途である。 

 医療業務は、国民の健康および生命に直接的に影響する業務であるため、国家はこの業

務を行うことのできるものの資格を厳格に定め、適切な医療の確保に努めている。理学療

法士も「理学療法士及び作業療法士法」によって定められており、この法を遵守し業務を

遂行しなければならない。 

 

６．【守秘義務】について 

 日本理学療法士協会（昭和５４年 ４月 １日）は倫理規定３）を作成し、その中で『理学

療法士は、患者の人間性を尊重し、業務上知り得た患者の資料及び情報については、法令

に違背することなく特別な事情のない限り、秘密を守り、関係者以外の者に漏らさない。』

との原則を掲げている。これは理学療法の対象となる人が、身体または精神に障害のある

人々であることを考慮して、理学療法士がその義務を行なうにあたり、知りうるこれらの

個人についての身体障害の状態、その他に関する秘密をみだりに漏らすことのないように

との趣旨からである。 

 理学療法士及び作業療法士法第 16 条では、「業務上知り得た人の秘密を守る義務」が課

せられている。理学療法士が、この規定に違反して、正当な理由がないにもかかわらず、

その業務上知り得た人の秘密を漏らしたときは、法第 21 条第 1 項の規定により、３万円以

下の罰金に処せられる。ただし、理学療法士または作業療法士が秘密を漏らしたことによ

り害を被ったもの、または、その法定代理人が告訴をしない限りにおいては、罪に問われ

ることはない（法第 21 条第２項）８）９）。なお、その秘密を漏らした理学療法士が、免許の

取消しを受け、または施行令第 ４条第１項の規定による登録の消除を受けたことにより、



理学療法士でなくなったときも、秘密を漏らしてから３年を経過して公訴時効が成立しな

い限りは被害者または法定代理人の告訴によつて罪に問われることがあるものとされてい

る（法第 16 条後段）。 

 現在、医療関係者のうち、医師、看護師、助産師および薬剤師にあっては刑法第 134 条

第１項 10）の規定によって、衛生検査技師にあっては衛生検査技師法第 21 条第１項第３号の

規定によって、それぞれその業務上知り得た人の秘密を故なく漏らしたときは処罰の対象

とされている。 

 

７．【対象者・家族への説明】について 

 理学療法士は、疾患およびその病態についての詳細な説明を行う必要はない。そのよう

な説明が必要な場合、医師に対象者またはその家族への説明を行うよう依頼する。理学療

法士が説明する内容は、対象者の運動機能障害状態、残存運動機能および理学療法の目的

（目標）・内容に関するものである。実際の説明に当たっては、説明の実施およびその内容

について担当医師と十分に相談し、リハビリテーション医療チームとしての意見の統一に

支障を来たさないように注意する必要がある[注２]。 

 担当医師から理学療法の指示を受け、対象者に評価・治療を開始するに先だって、対象

者またはその家族に理学療法評価・治療の概要を十分に説明した上で、理学療法を開始す

る。 

 対象者の評価終了後、評価内容と理学療法治療予定（理学療法治療の適応がない場合も

含めて）をまず担当医師に報告し、医師との相談により、理学療法士からの説明の必要が

あれば、上記の要領に従って説明を行う。 

 理学療法治療が開始された後、対象者またはその家族から理学療法評価・治療について

説明を求められた時、あるいは治療の遂行を円滑にするため、もしくは治療の終了につい

て承諾を得るために対象者またはその家族に説明する必要がある場合には、その事情を担

当医師に報告し、上記の要領に従って説明を行う。 

 地域リハビリテーション・医療において理学療法士が対象者またはその家族に説明を行

う場合でも、原則として理学療法の開始に先だって医師の診察を前提とし、医師の指示下

であるため、病院における場合と同様に対処することができる。必要に応じて医療情報・

福祉情報の提供を行うように努める[注３]。 

［注２］このような理学療法士による説明も理学療法業務に含まれるものと考えられるの

で、基本的には理学療法士及び作業療法士法第２条第３項および第 15 条第１項の規定によ

るものとする。  

［注３］福祉業務あるいは健康増進業務に従事している際の説明については、基本的に医

師の診察を前提としていないので、理学療法士の専門職としての自由裁量の範囲について

正確に認識し、範囲を逸脱しないよう十分に注意を払う必要がある。 

 



８．【記録の整備・保存】について 

 医学の歴史の中で記録の果たした役割は大きく、19 世紀までの医療の発展に記録がかな

りの貢献をしているといわれる。さらに、米国外科学会では、「正確にして完全な診療録を

全患者に対して作成し、かつこの記録を入手しやすい方法で院内に整理保管すること」と

いう規定を病院標準化の基準の一つとしている８）。医師の診療録記載に関しては、医師法第

24 条および医師法施行規則第 23 条に規定されているが、法律が医師に診療録作成を義務づ

けている目的は次の通りである９）。 

 １）医師に対して患者に適切な診療を行わせること 

 ２）医師にその診断の適正性をその記載によって証明させ、これによって医務を行政的

にとりしまっていくこと 

 ３）保険その他の医療費請求の証拠資料とすること 

 ４）出生、死亡時の確定や各種の手当、年金などの請求その他の目的に使用される診断

書、証明書などの作成にあたって、患者の健康状態を裏付けるに必要な資料とするこ

と 

 ５）刑事裁判、民事裁判における重要な証拠として社会的にも大切な役割をもっている

ので、これらの必要な資料とすること 

 ６）医師が自己の行った治療行為についての思考活動を補助、軽減するための一種のメ

モないし備忘録としての性質をもつこと 

 

 上記の記述を参考にして、理学療法士が理学療法診療録作成・保存する目的を列挙する

と、次の項目のようになる。 

 

 １）対象者に対して理学療法士が適切な評価・治療を行っているか否かの資料とするこ

と、さらに理学療法の効果判定の資料とすること 

 ２）診療録を記載した職員以外の医療従事者に、必要であれば対象者の情報を提供する

ため、さらに対象者の治療のための症例検討会議に役立つこと 

 ３）保険その他の医療費請求の証拠資料とすること、および行政当局の医療監査を受け

理学療法施設基準の承認のための資料とすること 

 ４）対象者の健康状態もしくは運動機能障害状態の公的な証明書が必要な場合に、その

作成のための資料を提供するため 

 ５）法務上、対象者の健康状態もしくは運動機能の障害状態に関する証拠が必要な際の

資料とすること 

 ６）理学療法士が評価・治療を行う上で資料の整理、思考の補助に役立てること、およ

び他の対象者に対する理学療法診療の参考とするため 

 ７）理学療法の質を高めるための教育・研究、将来の理学療法評価・治療の開発のため

の研究に役立てるため 



 

 リハビリテーション医療チーム内においては、診療録の統合化に努めることが好ましい。 

 理学療法評価・治療に必要な電気生理学的検査結果、画像診断結果、動作分析結果等[注 

４] も理学療法診療記録に含めて管理することが望ましいが、それが不可能な場合には別

途に管理し、必要な場合にすぐに検索できるようにしておくことが好ましい。 

 時代の流れとしては、コンピューターを利用した診療記録システム（コンピューター利

用患者志向型診療録:computerized patient oriented medical record)[注５]の利用が増

加するであろうが、この場合問題となるのは、理学療法士が理学療法を行うために対象者

の如何なる情報を知る必要があるかということである。すなわち、理学療法士としてのコ

ンピューター利用患者志向型診療録の使用権限の問題である。この場合、理学療法士とし

て必要な情報およびその理由を明確にし、このような新診療録システムに対処できるよう

に努める必要がある。 

 すべての理学療法診療記録は、対象者がこれ以降の理学療法診療の必要なしと判断され

た最後の診療日から少なくとも５年間保管し、その間必要な場合にはただちに参照できる

ように管理する必要がある。また、対象者に関する種々の記録が、個人のプライバシー保

護を侵害しないように厳重に注意する（守秘義務の項参照）１０）１１）１２）。 

 

［注４］神経幹伝導検査、強さ－時間曲線測定、神経伝導速度測定、筋電図検査、レント

ゲン写真情報、超音波画像情報、ＣＴ、ＭＲＩ、動作筋電図検査、動作画像情報（ビデオ、

16mm フィルム）、運動力学的測定等 

［注５］国際病歴学会では 1976 年から、medical record という呼び名を改め、health  

record としている。  

 

９．【安全性の配慮・事故の防止】について 

 法により理学療法士または作業療法士は、保健師助産師看護師法第 31 条第１項および第

32 条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法または作業療法を行なうこととされ

ている。 

 理学療法士が診療の補助を行うとされる医行為とは、広義では、『人に対して医療の目的

のもとに行われるところの社会通念上、この目的到達に資すると認められる行為をいう』

と考えられ、狭義では、『広義の医行為中、医師の医学的知識と技術を用いてするのでなけ

れば、生理上危険を生ずる恐れが有る行為をいう』とされ、この意味では医行為であると

されるには、治療目的を必要条件としてはいないのである。 

 上述のように、医師の医学的知識と技術を用いてするのでなければ、生理上危険を生ず

る恐れが有る行為を行うのであるから、その行為に使用する機器の安全を確保することは

もとより、治療行為を行う場の安全を管理し、治療対象の治療時における、疾患、障害の

特性よりもたらされる危険、事故の防止について配慮することが求められる。 



 さらに、これらの対策にもかかわらず発生してくる事故などの対処方法についても、あ

らかじめ検討しておくことが大切である。 

 一般に過失とは、不注意の為に違法な（危険な）事実の発生（または発生の可能性）を

知らないで、その結果の発生を回避（防止）しない態度だといわれる。前者が結果発生の

予見義務違反であり、後者が結果発生の回避義務違反である。この注意義務の基準は、通

常一般の理学療法士の能力を標準にするものであるから、客観的注意義務といわれる。 

 １）治療機器の点検、保守、管理 

 ２）治療場所の安全対策（整理、整頓、死角、床の滑り、取り付け機器、混雑度） 

 ３）疾患、障害の特性よりもたらされる危険、事故の防止（リスク管理） 

 ４）緊急時の対応措置（連絡、処置） 

 ５）事故についての報告様式の策定 

 

10．【教育】について 

 専門職は、長期にわたる教育を経て育成されるものであることは、自らの理学療法士と

なった経緯を振返るまでもなく容易に理解されるであろう。その理学療法士が、社会に質

の高いサービスをすることを通し、高い社会的評価を得ることができる。時には、自らの

仕事を高めていく際に手を携えて進む同僚として働くことにもなる。このような連関を思

うと、理学療法士養成課程の学生を育てる臨床実習を見過ごすべきことでないことを了解

されるものと考えられる。 

 ここで理学療法士の教育について簡単にその状況を眺めてみる。理学療法士は学校とし

て区分される大学、短期大学、専門学校に区分される養成施設において養成されており、

その養成総定数は平成６年度(1994)より年間二千人を超えるようになった。それは社会的

な要請によるものであり、今後、さらに養成力が増強されると予想されている。 

 この環境の中で、その社会的要請に十分に答えるためには以下に示す問題を踏まえて理

学療法士の教育に係わることが大切であろう。 

 教育の成果は、一つには、教育担当者、教育施設、教育時間などの実施環境、そして、

大学入学者選抜時に見られる状況からうかがわれるように、学習者の資質に関わっている

といえるであろう。理学療法士教育の結果も同様である。 

 学生の資質については、指導にあたるものが直接に接することで評価できるものである

が、学生の資質についての一般的な傾向は、教育を取巻く社会環境、そして、教育の結果

が生かされる職業環境を客観的に検討することが大切であろう。大学をめざすものは理学

療法士の養成が始まった頃より振返ると、国立大学一期校、二期校の分類での入学試験か

ら、共通一次試験を経て、大学入試センター試験と高等教育の選抜の方法は変化し、それ

に応じて受験生は進路を選び、理学療法士学校・養成施設は 1980 年代の資格取得へのブー

ムと専門学校への進学の増加、そして短大、大学の設置による進路の選択幅の増加を経て

今日に至っている。進学塾の増加、学校でのさまざまな問題、経済の成長と学生の気質に



直接に影響する環境が大きく変化してきているのである。教育を受ける学生も、毎年同じ

気質を持っているとは限らないことを改めて了解する必要がある。 

 次に、教育環境について見ると、理学療法士養成についての指定規則のカリキュラムに

関する内容は昭和 47 年に一部改定がなされ、そして平成元年３月、17 年ぶりに大幅に改定

され、平成２年度の入学生からその適用を受けることとなった。前指定規則に示す教育内

容が実状とは大きくかけ離れたために改定されたと推測される。しかし、平成元年の指定

規則改定によってこの相違が十分解消されたとは言い難いが、新しい時代に向けて対応に

努めている点は多い。 

 理学療法士養成についての指定規則によるカリキュラム総時間数は、養成開始当時は総

時間数 3300 時間以上と定められていたが、それが昭和 47 年に 2700 時間に減少し、平成元

年は 2990 時間と増加した。規定された臨床実習時間についてみると最初は 1680 時間以上

で、昭和 47 年に 1080 時間以上となり、平成元年の改定で 810 時間以上と最低基準は減少

している。 

 実情を見ると、平成元年指定規則改定前の養成施設（医療短大を除く）のカリキュラム

総時間数平均は 3757.8 時間と指定規則を約 1000 時間超過していた。その原因は単純なも

のとは思われないが、近年、理学療法の対象は多様化し、その中で専門細分化が進み、学

ぶべき情報は増大の一途をたどっているため、授業時間の増大はやむを得ない側面もあり、

指定規則のカリキュラム時間数は少なすぎるという圧倒的な認識のあることは報告されて

いた。 

 このような認識から見ると総時間数減の改定は逆行するものといえる。自ら深く物事を

理解する方法を身につけていく大学教育という観点からは、この時間数でも詰め込みすぎ

といえる。カリキュラム総時間が少ない分、知識の整理と効率的な授業は要求されるが、

そこから生じる物理的および心理的余裕は青年期の成長にとってきわめて重要な意味合い

を持っている。質の高い医療を提供するためにも人間的な成長が図られることを願い、カ

リキュラムや授業の工夫による教育効率の向上と、余裕のある教育環境の整備が積極的に

追求されることを期待したい。 

 カリキュラム内容についてみると平成元年指定規則改定では、臨床実習の時間が大幅に

減少し、その分理学療法専門科目の時間数が増えたことが特色である。しかし、それらの

ことは多かれ少なかれ各学校・養成施設で既にカリキュラムの中に取り込まれていたこと

から、教育内容についてはそれほど特別な変化を感じることはできないものであろう。 

 このカリキュラムを実施するにあたっては、専門教育の部分については、理学療法士自

身であたらなければならない。専門職を育成するためには、自らも教育担当者となって努

めなければならないのである。例えば、その努めるべき身近なものとして、理学療法士と

なる大きなステップとしての臨床実習について見てみよう。（医学部での医師の養成教育で

は教官が臨床の場において授業を行っているが）理学療法士の養成教育での臨床実習は、

医師の養成教育における臨床教育の時間とは比べられないほど多く、また学校終了後の教



育体制がないためにその重要性が一層高いにもかかわらず、いわゆる教育の場として位置

づけられていない病院施設等で、身分的にも教育者でない理学療法士が指導することで行

われる。臨床経験の量からも、指導にあたるのに適切でない理学療法士により行われるこ

ともある。このような状況は、学生にとってもまた指導者本人にとっても望ましい姿では

ない。実習指導経験者を対象とした平成２年度の調査によれば、約 80％の指導者は指導時

間の少なさと自信のなさを理由として挙げ実習指導に不満を抱いている。 

 このような臨床実習を養成教育の中でどのように意味づけるかは、立場あるいは経験に

より違いを見せると思われるが、臨床実習の時間が多ければそれだけ即戦力の養成に役立

つということを誰もが思うところであろう。昭和 57 年度調査（理学療法白書、1985）によ

ると、臨床実習 1080 時間に対し適当あるいは少ないと感じる人が圧倒的に多く、多過ぎる

とする回答はわずかで即戦力への期待の大きさが見られるのである。しかしながら、臨床

実習が多くなればそれだけ学内教育の時間を圧迫し、学校養成施設側の意図する教育目標

の達成が困難になることも推測される。 

 理学療法士養成教育の中の妥当な臨床実習の時間数は、当分の間は社会の要請と教育の

成熟度の兼ね合いによって決められると思われる。理学療法士が量的に充足されてくれば、

社会的要請は即戦力から質の高さへと転換が起こっていくものであろうが、理学療法士は、

今日、量、質とも求められていると考えなくてはならない。 

 しかしながら、今回の改定による短時間の臨床実習で、目的とする効果が上げられるよ

うな望ましい実習形態が構築されているとは判断し難い。理学療法はきわめて臨床的な知

識、技術の体系であり、教育の中での臨床的体験は不可欠である。短時間の実習で最も効

果を上げるためには、学内の教育内容と実習内容の密接な関連と、教官と実習指導者との

緊密な協力体制が必要である。実習指導者もそのような指導ができるよう研鑽を積まなく

てはならない。 

 要約するならば、この指針の項目は、教育の状況を把握しながら、学校、養成施設での

教育、あるいは、臨床業務と合わせて、理学療法士が積極的に臨床教育に携わり、その結

果としての理学療法士の質の向上について努められたいということである。 

 

 

Ⅱ．医師の指示に関する事項について 

 

 医療行為は、本来医師が自ら行うのが建前であるが、医療の細分化専門化が進むにつれ、

それを補助する各種の医療専門職が生まれてきている。我々理学療法士の業務も、法の解

説２）に述べられているように、「理学療法業務の中には医行為に属するものがある」とさ

れている。このように、本来医師が自ら行う医行為の一部を理学療法士が補助行為として

施行するのであるから、それは医師自らが行った場合と同等の優れた医行為でなければな

らない。したがって、そのような優れた医行為の実施のために担当医師から留意すべき事



項についての情報、例えば理学療法施行上、対象者に生じる可能性のある生命および保健

管理上の危険性、効果的な理学療法のために考慮されるべき医学的所見、適用されるべき

理学療法手段に関する担当医師の意見等についての指示を受けておくことが必要である。

そのためにも、理学療法士は自己の専門知識・技術を研鑽し、医療技術者としての能力を

高めるよう努力しなければならない。そして、このことが理学療法士としての専門性の確

立・向上の基盤となり、社会へのよりよい理学療法の供給を行う原点となり得ることを認

識する必要があるだろう。 

 また、法の解説に、「一般的には禁止されている診療の補助行為の一部を業とする権能が

与えられたことによって、形式的には単に名称のみを独占するにすぎない理学療法士およ

び作業療法士は、実質的には無資格者が行ってはならない固有の業務分野を占有すること

になった」とあるように、医師の権限の一部が理学療法士に委譲されたと考えられるので

あるから、それに応じた責任を果たす義務がある。 

 医師法第 17 条の規定によれば、「医師でなければ医業をなしてはならない」ので、対象

者からの要請に応じて理学療法士が直接に理学療法を実施した場合、同法に触れることに

なる。医療における理学療法は当然医業に属するものなので、理学療法士は医師からの指

示を受けて理学療法を実施する必要がある。つまり医師の指示を受けたことにより、理学

療法士は医行為の一部を担うことになる。医師が対象者の訴えを医学的見地から解釈分析

するように、専門職としての理学療法士も対象者の訴えおよび医師の指示を、理学療法学

的立場から解釈分析し、自ら行う理学療法の基盤となる対象者のニードを見出すよう努力

しなければならない。したがって、専門職としての立場で自覚を持ってその指示を受ける

ことは、対象者に対して適切なサービスを提供し、理学療法の専門性を高めることになる。 

 医師の指示には、一般的な指示、具体的な指示、あるいは直接指導といったものがある

が、その内容および記載については、指示を受ける理学療法士の知識・技術・経験の程度

もしくは対象者の重症度により異なるであろう。大切なことは、理学療法士として知識・

技術の研鑽に努め、治療者としての自分を高める努力を続けることである。また、医師の

指示と自ら実施する理学療法の間に、理解不足の間隙が生じないよう配慮する必要もある。 

 一般的な指示であれ具体的な指示であれ、理学療法士は医師の指示を受けて理学療法を

実施するものであるから、疑義が生じた場合には担当医師と十分な討議を行い意見を統一

する必要があり、それが対象者への適切で良質なサービスを提供することにつながる。ま

た、指示内容の施行が様々な要因で困難な場合には、それに代わる治療方法について医師

の同意を得ておくことも必要となる。 

 

 

Ⅲ．理学療法士の個別業務に関する事項 

１．【対象】について 

 理学療法士の個別業務の対象は、永続的であれ一時的であれ、疾病または先天的異常に



よって身体の諸機能（精神機能を除く）になんらかの障害を有するものである。すなわち、

骨・関節系、筋・軟部組織系、神経系、エネルギー代謝系などのさまざまな疾病により起

こされた障害をもつものや、あるいは起こる恐れのあるものであり、新生児から老人に至

るまであらゆる年代各層にわたっている。このように、対象の範囲は将来障害の発生が予

想されるものに対する予防的処置からターミナル・ケアまで含まれ、疾患名からは推し量

れない側面をもっている。 

 最近、老人保健法や老人福祉法を基盤にした地域リハビリテーションが推進されるに至

り、保健・医療・福祉それぞれの分野で理学療法士の職域が拡大しつつあり、今後とくに

保健・福祉分野での対象者の占める割合も、確実に増加していくであろう。 

 

２．【評価】について 

 評価は、身体の諸機能の状態、疾病により患者の日常生活動作（ADL：Activities of  Daily 

Living）、あるいは、生活の質（QOL：Quality of Life）がどのように変容したかを把握す

るためのもので、評価が行われたその時点での対象者の状態や、経時的に行うことにより

対象者の状態の変化を知ろうとするものである。評価は検査測定とその評定により行われ、

理学療法を進める上での出発点となり、対象者の障害像を的確に把握するために欠くこと

のできない重要なステップである。 

 実際の臨床場面では、短期的・長期的治療目標を決定するために必要である機能的状態

の把握と予後の推測、理学療法計画に直接つながる問題点を把握するための障害因子の抽

出が主な目的である。このため問題点の抽出、および治療目標や治療方針を決定する上で、

どのような面に重点をおいて評価を行うかの選択は各対象者により異なる。 

 既往歴、現病歴、社会的背景などに加えて精神心理的面をも含め、総合的に分析するこ

とにより、疾病や障害をとらえるばかりではなく「人」としてとらえることが重要となる。 

 評価の主眼に即して行われる個々の検査測定としては、 

 １）障害された機能の評価 

  ①関節可動域検査 

  ②徒手的、あるいは測定機器による筋力検査 

  ③筋電図等を用いた神経・筋機能評価 

  ④各種の方法による動作分析 

  ⑤呼吸循環機能検査 

  ⑥平衡機能検査 

  ⑦体力評価 

    ⑧痛みの評価 

など 

 ２）総合的な生活障害の評価 

  ①日常生活動作検査 



  ②住宅・環境の適性評価 

などが、理学療法士として評価を進めるために行われる。 

 

３．【理学療法計画作成】について 

 評価において理学療法士として対応すべき問題点を抽出した後、医師の治療方針、対象

者および家族のニーズ、理学療法士が勤務する施設の特性を考慮した上で、対象者に提供

される理学療法計画すなわち理学療法プログラムが作成される。理学療法計画作成におい

て基盤となるものは、経験あるいは学問的知識にもとづいた機能予後判断であり、それに

したがって短期目標および長期目標が設定される。 

 作成にあたっては、疾患の種類と重症度、生命予後および医学的治療計画等の医学的項

目に加えて、機能障害（impairment）、能力低下（disability)、社会的不利（handicap）

および機能予後等の障害に関する項目、さらに各個人の生活の質といった事柄を考慮する

必要がある。 

 したがって、理学療法計画は理学療法部門内の判断のみで作成されるのは望ましいこと

ではなく、医療チームの各専門家の判断および対象者個人や家族の意見を考慮し、作成さ

れなければならない。また、理学療法プログラムの施行に伴って対象者の変化を精細に観

察し、理学療法評価を定期的に繰返し行い、その結果を分析することにより、必要に応じ

てより適切な理学療法計画を再作成しなければならない。さらに、退院、転院などの対象

者の転帰に際しては、最終評価を行うとともに今までの理学療法計画を見直した上で、以

後のフォローアップ計画を作成する。 

 

４．【治療】について 

  理学療法士の行う理学療法の対象となるもの、目的および手段については前述されてい

るとおりであり、法的にはそれらの定義にあてはまらない行為は理学療法とはいえない。

しかし、近年の医療需要の多様化にともないその業務も変化してきており、産前から終末

医療までのそこに関連する広い範囲の対象を考えなくてはならない。このような実情から

も、理学療法士は対象となる者の機能障害、能力低下に留まらず、社会的不利の問題にも

理学療法士の立場で関与する必要がある。これらの広い範囲の対象は、ＩＣＵやＣＣＵに

みられる疾病の発症直後、交通事故および産業災害等の受傷直後よりの救急救命医療への

関わりから、在宅訪問にみられる生活そのものへの関わりまで実にさまざまである。この

ような対象となるものへ十分なサービスを提供できるように、理学療法士として個々の問

題点を最大限に解決できるように治療を組み立てる必要がある。また、治療には徒手的な

治療法、機械器具を用いる治療法、補装具等を用いる治療法、および福祉機器の活用まで

幅広く考慮する必要がある。具体的な治療を行うにあたっては、治療上の安全を十分に考

慮して実施することが重要である。 

 



５．【予防】について 

  理学療法士の業務の中心となるのは治療であるが、その他に重要なのは予防的な側面で

ある。例えば、病院内においては、対象者に対する手術後に予測される筋力や呼吸機能の

低下などを最小限にするための理学療法を実施することは、予防の観点から重要である。

また、入院時から家族に介護方法やその時の正しい姿勢を指導することは、介護による腰

痛等の予防を行うことにもなる。これらの予防についての指導は、病院や施設の職員、お

よび地域の保健師、訪問看護師、ホームヘルパー、ボランティア等に対しても必要であれ

ば行うことが望ましい。この予防については企業においても関心のあることであり、要請

があれば積極的に参画することも将来の職域拡大につながると考えられる。このように、

理学療法士の対象が障害を現に有するものから、障害の発生が予測されるものの予防まで

広がってきていると言える。 

 老人保健法の制定後（昭和５８年２月）からは、各都道府県で特に地域での活動が積極

的に推進されている。これらへの理学療法士の参画は、保健所や保健センター等での機能

訓練事業のみならず、在宅の障害者への訪問事業も行われており、寝たきりの予防に対し

ても積極的に事業が展開されている。 

 この在宅訪問については昨今の診療報酬の改定でも認められるところとなり、病院に勤

務する理学療法士の在宅訪問も各地で実施されている。保健の領域をみると、この分野で

の理学療法士の参画は少ないのが現状であるが、健康を維持するあるいは増進するという

社会のニーズに応えていくのは、今後の課題でありひとつの目標ともなるだろう。 

 

６．【指導】について 

 理学療法士の対象とするものが、病院内での生活がある程度自立しても、退院後の自宅

での生活には支障があることも多い。この点が解決されないままに退院したものは、寝た

きりや再入院となることも考えられる。それを防ぐために、住宅・環境や家族の介護力等

を把握し、日常生活動作の効率を向上させるのに必要な補装具、福祉機器等の導入や機種

の選定および開発を行う。さらに、対象となるものの自立した生活および家族の介護量を

軽減するために、無理なく長続きする方法について助言や指導をする。それは、病院で獲

得した基本的動作能力の維持・改善にもつながることになる。 

 退院した後に在宅訪問を行う際には、家族、地域での主治医、保健師、訪問看護師等の

対象者を取り巻く周囲との連携を十分にとることが大切である。また、地域および特別養

護老人ホームなどでの「寝たきりゼロ」を目指した活動や、家族、ホームヘルパー、ボラ

ンティア等を対象とした介護教室における実技講習会の開催も積極的に推進されている。

これらにも理学療法士として積極的に協力し、地域社会や公共団体の地域保健・福祉計画

の策定に参画することも、今後はさらに求められていくことと考えられる。 

 

 



７．【記録】について 

 理学療法記録の目的については、業務全般に関する事項の「記録の整備・保守」のとこ

ろで述べたので、ここではその記録法について解説する。 

 理学療法を開始するに際しての医師よりの指示および評価内容の記載から始めて、以後

の治療経過と変更内容を記述する。医師の追加指示内容や症例検討会議の記録も含めて症

状・障害の変化を細かく記録しておく。この記録は公的な性格をもつものであり、医事的

参照のみでなく、行政的・法務的役割を担うものであることを周知しておくことが大切で

ある１３）。 

 記録方法としては、1968 年 L.L.Weed によって提唱された問題志向型医療記録(ＰＯＭＲ：

Problem Oriented Medical Record )が参考になると思われる１４）１５）１６）。 この方法につ

いて簡単に述べる。 

 

問題志向型医療記録の構成 

１）基礎データ 

   患者の生活像、病歴、診察・評価所見、検査・測定データを記載したものであり、

治療に携わるスタッフにとって患者の全体像が的確に把握できるものでなければなら

ない。 

 ２）問題リスト 

   患者の治療およびケアの対象となる問題をその重要度にしたがって列挙する。記録

の保管・整理のために何らかの方法でコード化することが望ましい。また、問題点に

対して理学療法により解決可能か否か、あるいは理学療法治療手段の適用性について

の考察が必要である。 

 ３）初期計画 

   診断・評価的計画と治療・ケア的計画とがある。これにより、患者への初期のアプ

ローチが明確になる。 

 ４）経過記録 

  ①叙述的経過記録 

   これは次の４項目に分けて記載するとよい。 

     Ｓ(Subjective)：患者の訴え、症状の主観的な叙述 

    Ｏ(Objective) ：治療者による客観的なデータ 

    Ａ(Assessment)：データの分析、総合および解釈 

    Ｐ(Plan)      ：治療・評価の計画あるいはプログラム 

  ②経過一覧表 

    経過記録の主要な内容を一覧表にまとめるのが望ましい。また、一週間の要約を

記し、状態の変化を捉えやすくするとよい。 

 ５）退院時要約、あるいは最終記録 



   叙述的経過の様式で記載する。転院に際しての紹介状の記載内容もこれに含まれる。 

  

以上、問題志向型医療記録の構成について略述したが、記録全体あるいは個々の項目に

ついて教育・指導を受ける必要があり、それにより評価・治療の見直しが可能となり、治

療者にとっても研鑽の機会になる。それゆえ、経験豊かな理学療法士が経験の浅い理学療

法士を指導するというスーパーヴィジョンの制度を設けることが望ましい。また、診療報

酬請求のために必要な項目の記載（保険診療点数の項目および理学療法実施時間等）も大

切な業務の一つである。さらに、理学療法記録の作成・保管業務を円滑に遂行するために、

対象者の受持ち担当制を徹底するとともに、診療記録作成・保管業務に必要な時間を割け

るように時間的余裕をもった業務体制が望まれる。 

 

８．【機器の保守・点検】について 

 理学療法に使用される医療機器は使用目的により、評価用機器と治療・訓練用機器に分

けられる。使用場面で分けると、運動療法で用いる機器と物理療法で用いる機器がある。

また、理学療法評価・治療の進歩のための研究用機器も必要であろう。さらに、理学療法

学生や新人理学療法士の教育のための機器（例えば、スライド・ビデオ映写機等）を備え

ておくことも重要であると思われる。 

 機器管理の原則は、理学療法部門にある機器を分類し、それぞれの管理責任者を定めて

部門内での日々の点検、および機器製作・納入業者による定期的な点検を行い、記録して

おくことである。さらに、その記録内容がスタッフ全員に熟知されており、管理責任者だ

けではなく、全員が機器管理に携わっているという認識が大切である。まず第一に、日常

業務の円滑な遂行は使用機器の正常な作動なくしてはなされないものであると考え、機器

管理という仕事を重視する態度が必要であろう。 

う。次に、機器点検およびその記録は医療事故の防止および事故後の適切な処置に医事的・

行政的・法務的に極めて重要なものであるから、副次的業務ではなく主業務の一つとして

業務体制に位置付けておく必要がある。 

 また、理学療法用機器は近年では高額かつ精密なものが開発されており、機器購入にあ

たっては、その維持費および専門技術者による点検・修理費も考慮して予算を立てる必要

がある。さらに、取り扱いに際して高度な知識・技術を要するものについては、その納入・

更新時に全員が十分な説明を受ける機会を設け、緊急時には専門技術者の支援体制を確立

しておくことが望ましい。 

 

 

Ⅳ．特記事項 

 

 特に指針作成の背景に述べた理学療法士業務検討委員会の発足事情にもとづいて、殊更



に作業療法士とのオーバーラップの部分と新たな職種として参入し、今後とも連携が必要

と思われる義肢装具士、臨床工学技士との関係を取り上げ、もれのない医療が受けられる

よう協力していく意図を明らかにするために述べたものである。 

 

 医療の高度化、専門分化は医療の現場に最新の技術、機器が導入され、その結果、既存

の職種では対応しきれない領域を生み出し、新たな職種による業務の必要性から専門職種

の誕生に至っている。新たな医療関係職種としては義肢装具士や臨床工学技士があり、こ

れらについては当初から各々の業務を明確にするための業務指針が作成されており、その

中で４．チーム医療での協調で述べているようにチームワーク医療での連携の必要性が強

調されている。 

 そこで特記事項において理学療法士は既存の医療職種としてリハビリテーション・医療

のチームの一員として医師、看護師、作業療法士、ならびに医療ソーシャルワーク、言語

聴覚士各々の職種等と連携を保ち効果的な医療をすすめるためのチーム医療を必須のもの

として実践してきたことを確認し、さらに広範な職種との連携を視野において、チーム医

療の発展に寄与すべく努力するよう示しているのである。 
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10）刑法 134 条１項 

  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に

あった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人
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