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公益社団法人 日本理学療法士協会 

生涯学習についてのまとめ 

 

 

公益社団法人 日本理学療法士協会  

生涯学習機構   

 

第１章 生涯学習システムの経緯 

 

平成 6年（1994）：理事会にて理学療法専門領域研究会に関して学会評議委員会に諮問 

平成 7年（1995）：4月「理学療法専門領域研究会に関する諮問」が正式に提出 

           学会評議委員会内に理学療法専門領域研究会諮問検討委員会設置 

平成 8年（1996）：4月 理学療法専門領域研究会ならびに専門理学療法士認定制度の骨子について答申 

平成 9年（1997）：生涯学習システムの本格的稼働（新人教育プログラムの本格導入） 

平成13年（2001）：全国士会長会議協議事項に「新人教育プログラムの義務化」の議論 

平成20年（2008）：新人教育プログラム修了者の専門領域研究会登録義務化（12月理事会） 

平成22年（2010）：認定理学療法士制度（新制度）の実施 

平成23年（2011）：3月 第1回認定理学療法士 認定試験の実施 

平成24年（2012）：新人教育プログラム修了単位18単位から 15単位に変更、修了年限も 3年から1年に

変更 

平成25年（2013）：専門理学療法士制度（新制度）の実施 

平成26年（2014）：新人教育プログラムｅ-ラーニング視聴開始 

 

第２章 生涯学習システム（JPTA Career Paths Program） 

 

１）生涯学習システム構築の目的 

日本理学療法士協会(以下、協会)は，昭和41 年に110 名の会員をもって発足した。協会の基本目的は，

「理学療法士の人格，倫理及び学術技能を研鑽し，わが国の理学療法の普及向上を図るとともに，国民保

健の発展に寄与する」ことである。そのためには，理学療法自体をあらゆる側面から profession として

高める必要がある。そこで協会としては，会員の知識や技術において一層の向上を図り，系統的な卒後教

育の一環として生涯学習システムを構築することとなった。 

 

２）生涯学習システムの基本理念と枠組み 

協会が掲げる生涯学習システムの基本理念として，まず第１に，新卒の理学療法士に対する，あるべき

基本姿勢への理解や資質の向上がある。すなわち，理学療法士としての基本的な態度や会員としての意識

の高揚，更に将来的な展望などを本会が提示して，国民保健の向上普及に寄与すべく新人会員の資質を高

めることである。第２には，理学療法の専門分野における職能的水準の引き上げである。すなわち，広範

囲におよぶ理学療法の業務を専門別に分類の上，それぞれの分野で活動する会員間の職能的水準を高め，

且つその領域における指導的役割を担う人材を育成することである。第３には，前述した二つの理念の基

盤となる大切な趣旨として，自発的な学習の継続である。 

以上３つの理念を成就するために、生涯学習システムを整備して適切な学習機会を豊富に提供する必要

がある。 
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３）生涯学習システムの目標 

生涯学習システムを構成するのは「新人教育プログラム」・「認定・専門理学療法士制度」と「推進リー

ダー制度」であり，次章以降にそれぞれの概要を記載した。 

 

第３章 新人教育プログラム（Continuing Professional Development (CPD) program） 

 協会入会後、会員への教育・学習環境の整備を目的として導入された制度である。理学療法士として基

本的な知識と能力を習得することができる。 

  

１）意義 

（1）新人会員に対し本会や都道府県士会の組織，役割，歴史等の理解を深める。 

（2）理学療法士としての職業倫理，人間関係，管理・運営，医療法等の理解を深める。 

（3）症例・研究報告等の方法論を学び理学療法の科学性を育成する。 

（4）地域・社会・世界の中における理学療法の動向や立場を認識する。 

（5）理学療法に関連したトピックスに触れ，その将来展望を模索する。 

（6）都道府県士会・ブロック学会での症例・研究報告を推進する。 

 

２）履修要件 

 協会入会後、定められたカリキュラムに従って必要な単位を取得する。最短1年間のうちに修了要件

の15単位（平成24年度以降入会で、大学・高度専門士養成校出身者は 13単位）を取得する。 

 講座名「必須初期研修」は必ず取得しなければならないテーマであり、5 単位取得が必要となる。「理

学療法の基礎」から3単位、「理学療法の臨床」から 4単位、「理学療法の専門性」から 2単位、「理学療法

における人材育成」から 1単位で合計15単位取得が新人教育プログラムの修了要件となる。 

 

３）履修方法 

研修会の実施は各都道府県理学療法士会が行う。取得された単位は、研修会終了後に会員個人のマイペ

ージに単位が反映される。テーマ「B・D・E」については、4 年目以降であれば、ｅ-ラーニングからの取

得も可能である。 

新人教育プログラムの単位を履修し、修了要件を満たすとマイページから修了申請が可能となり、「新人

教育プログラム修了証」が発行される。修了日以降、認定・専門理学療法士申請に必要な生涯学習ポイン

トを取得できるようになる。 
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新人教育プログラムテーマ一覧 

 

 ※テーマ「B・D・E」については、4年目以降であれば、ｅ-ラーニングからの取得も可能。 

 

４）専門分野への登録 

 新人教育ブログラム修了者は、７専門分野（基礎理学療法、神経理学療法、運動器理学療法、内部障害

理学療法、生活環境支援理学療法、物理療法、教育・管理理学療法）のいずれかひとつ以上の専門分野に

登録し、認定理学療法士・専門理学療法士を目指すこととなる。 

 

第４章 認定・専門理学療法士制度  

（JPTA Career Paths for Certified / Specialized Physical Therapist） 

認定・専門理学療法士制度は、身体に障がいのある者、あるいはその恐れのある者を対象に行う理学療

法において、個人の活動と生活機能の向上および健康増進を促進して社会参加を支援するため、特定の理

学療法分野における良質なサービスを提供する〈学術領域における専門性（science）〉・〈社会、職能面に

おける理学療法の専門性（技術・スキル）〉を備えた理学療法士を社会に送り出し、国民の保健医療福祉

の増進に寄与することを目的とするものである。高い専門的臨床技能を維持するために、どちらも更新資

格として生涯にわたる自己研鑽を促す制度である。本会会員は、良質なサービスを提供する臨床能力を備

え、理学療法の学問的発展に寄与する研究能力を高めていくために、より高度な専門性を志向しなければ

ならない。 
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◎認定理学療法士（Certified Physical Therapist） 

１）目的 

この資格は、ある特定の認定分野において理学療法技術と知識を有することが認められた者を認定理学

療法士と呼び、社会・職能面における理学療法の専門性向上（技術・スキル）に資することが目的である。 

(1)職能に資する実践理学療法学の推進 

(2)診療報酬区分に準じた疾患別リハビリテーションや、介護予防・健康増進など職能・臨床実践に対応

するための専門性資格である。 

 

２）定義 

 以下の23領域がある。 

認定理学療法士名称・定義（23領域） 

1）ひとを対象とした基礎領域 

  ひとを対象とした基礎理学療法の知識と技能を修得し、一定の経験を有し、安全で適切に実

践することができる 

2）動物・培養細胞を対象とした基礎領域 

実験動物や培養細胞に関する基礎理学療法の知識と技術を習得し、一定の経験を有し、安全

で適切に実践することができる 

3）脳卒中 

脳卒中・頭部外傷に代表される神経障害の理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経

験を有し、安全で適切に実践することができる 

4）神経筋障害 

神経筋疾患に代表される神経障害の理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有

し、安全で適切に実践することができる 

5）脊髄障害 

脊髄損傷などに代表される神経障害の理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経験を

有し、安全で適切に実践することができる 

6）発達障害 

心身の発達障害の理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切に

実践することができる 

7）運動器 

骨関節疾患などに代表される運動器障害の理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経

験を有し、安全で適切に実践することができる 

8）切断 

壊死、腫瘍、外傷疾患などに代表される四肢切断の理学療法に関する知識と技能を習得し、

一定の経験を有し、安全で適切に実践することができる 

9）スポーツ理学療法 

スポーツに関連した外傷・障害に代表される理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の

経験を有し、安全で適切に実践することができる 

10）徒手理学療法 

徒手理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切に実践すること

ができる 

11）循環 

心大血管疾患、心循環機能低下などに代表される循環障害の理学療法に関する知識と技能を
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習得し、一定の経験を有し、安全で適切に実践することができる 

12）呼吸 

呼吸器疾患、呼吸機能低下などに代表される呼吸障害の理学療法に関する知識と技能を習得

し、一定の経験を有し、安全で適切に実践することができる 

13）代謝 

糖尿病，肥満症，脂質異常症などに代表される代謝障害の理学療法に関する知識と技能を習

得し、一定の経験を有し、安全で適切に実践することができる 

14）地域理学療法 

地域・在宅における理学療法に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切

に実践することができる 

15）健康増進・参加 

健康増進・参加に関する理学療法の知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切に

実践することができる 

16）介護予防 

介護予防ならびに障害予防に関する理学療法の知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安

全で適切に実践することができる 

17）補装具 

義肢・装具や福祉機器・用具に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切

に実践することができる 

18）物理療法 

光線、電気などの物理的な刺激を生体に適用するための知識と技能を習得し、一定の経験を

有し、安全で適切に実践することができる 

19）褥瘡・創傷ケア 

創傷ケアなどに関する物理療法の知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切に実

践することができる 

20）疼痛管理 

疼痛に関する物理療法の知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切に実践するこ

とができる 

21）臨床教育 

臨床教育（卒前および卒後）に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、安全で適切

に実践することができる 

22）管理・運営 

職場の労務管理・運営および衛生管理・運営に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有

し、安全で適切に実践することができる 

23）学校教育 

理学療法士養成教育に関する知識と技能を習得し、一定の経験を有し、適切に実践すること

ができる 
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３）認定要件 

ポイント・症例報告の書類審査・認定理学療法士認定試験のいずれも合格とした者に認定理学療法士資

格が与えられる。 

以下の業績を満たすものは認定理学療法士受験申請できることとする。 

 (1) 新人教育プログラムを修了・免除 

 (2) 専門分野登録後２年以上経過 

 (3) 申請する領域の必須研修会の受講 

(4) 指定研修の受講 

(5) 各領域の履修要件に即したポイントを 100ポイント取得 

(6) 事例・症例報告・レビューレポート （10例） 

 

【認定理学療法士 認定要件図】 

  

  

４）認定理学療法士認定試験 

(1)問題数及び解答時間 

共通問題：9 問 ＋ 認定領域問題： 15 問 【合計24 問、試験時間50 分】1 領域あたり 

(2)試験問題の形式と出題範囲 

試験問題は五者択一、マークシート形式 (理学療法士国家試験の形式に準拠)  

(3)出題範囲 

共 通 問 題：指定研修での講義内容を中心に出題される。 

認定領域問題：認定必須研修会での講義内容や専門領域に関する問題が出題される。 
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◎専門理学療法士(Specialized Physical Therapist) 

 

１）目的 

この資格は、7 つの専門分野のうち特定分野における理学療法の知識・学際的専門性を有することが認

められた者を専門理学療法士と呼び、学問領域における専門性の向上（science）に資することを目的とす

る。 

(1)ピュアサイエンスとしての理学療法学の確立 

 (2) 職能・臨床実践に加え、理学療法の学問的側面を目指すための専門性資格である 

  

２）定義 

 以下の7専門分野がある。 

1）基礎理学療法専門分野 
理学療法学理論,解剖学・運動学・神経生理学・運動生理学・

運動発達学等の基礎医学を含む） 

2）神経理学療法専門分野 脳卒中,脳性麻痺,脊髄損傷,神経・筋疾患を含む 

3）運動器理学療法専門分野 切断,徒手,スポーツ外傷を含む 

4）内部障害理学療法専門分野 呼吸,循環,代謝を含む 

5）生活環境支援理学療法専門分野 健康増進,介護予防,補装具,地域理学療法を含む 

6）物理療法専門分野 褥瘡・ 創傷・疼痛を含む 

7）教育・管理理学療法専門分野 臨床実習を含む 

 

３）認定要件 

書類審査が合格とした者に専門理学療法士資格が与えられる。 

以下の業績を満たすものは申請できることとする。 

 (1) 新人教育プログラムを修了・免除 

 (2) 専門分野登録後5年以上経過 

 (3) 専門理学療法士申請のための履修要件に沿った560ポイントを取得 

履修要件に沿った 560

ポイント 
説明 必要ポイント数 

Ⅰ学術ポイント 
研究に関する業績または、 

学術の発展に寄与する業績 
200 

Ⅱ教育ポイント 
指導的働きかけ、あるいは後進の 

育成に寄与する業績 
100 

Ⅲ分野別ポイント 各専門分野が個別に指定した業績 80 

Ⅳ臨床実践ポイント 
認定理学療法士を有する、 

もしくは、それと同等の業績 
180 
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【専門理学療法士 認定要件図】 

  

  

 

◎認定理学療法士・専門理学療法士資格の更新について 

   認定理学療法士・専門理学療法士資格を継続するには、5年毎の更新が必要となる。 

  以下の業績を満たし、審査に合格したものは資格を更新できる。 

(1)認定理学療法士更新要件 

   ・各領域の履修要件に即したポイントを 160ポイント取得 

   ・事例・症例報告・レビューレポート （10例） 

  (2)専門理学療法士更新要件 

   ・必要なポイント数は160ポイント（学術ポイントは必ず 80ポイントが必要） 

      ※2017年度までの専門理学療法士（暫定）更新の場合とする。 
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専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイント基準 

 履修ポイントが取得可能な研修活動として以下があげられます。 

専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイント基準（2015年4月12日改定）

大項目 項目
履修
ポイント

備考

1） 日本理学療法学術大会（以下「学術大会」） 20

2） 分科学会学術集会* 1 20

3） 世界理学療法学会（以下「WCPT」） 20

4） アジア理学療法学会（以下「ACPT」）・日韓カンファレンス 20

5） ブロック学術集会・学会（以下「ブロック学会」） 15

6） 都道府県士会学術集会・学会（以下「都道府県学会」） 10

7） 学際領域の学会・学術集会（以下「関連学会」）

日本作業療法学会，日本言語聴覚学会，日本コミュニケーション障害学会学術講

演会，日本リハビリテーション医学会学術集会，日本職業リハビリテーション学会，

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会，リハビリテーション・ケア合同研究大会，日

本リハビリテーション看護学会学術大会，日本義肢装具学会学術大会，日本音声

言語医学会学術講演会，日本運動器リハビリテーション学会，その他日本学術会議

協力学術研究団体に登録している団体
＊2

8) 上記以外の医学・工学・福祉学などの学術集会・学会＊3 .4  

1） 協会主催全国学術研修会（以下「学術研修会」） 20

2） 理学療法士講習会* 6 20

3） 協会主催研修会 20

4） 協会が後援する講習会・研修会* 7 10

5） 都道府県士会主催の講習会・研修会* 9 10

6） 都道府県士会が後援する講習会・研修会* 7 5

7） その他の講習会・研修会* 8 5

8）協会ｅーラーニング* 1 0 5～20

3．論文・著作等*11 1）協会機関誌「理学療法学」「Journal of the Japanese Physical Therapy
Association」掲載の「研究論文」「症例研究」の筆頭著者

80

2） 協会機関誌「理学療法学」「Journal of the Japanese Physical Therapy
Association」掲載の「研究論文」「症例研究」の共著者

10

3)  以下の筆頭著者
 a. 協会機関誌「理学療法学」「Journal of the Japanese Physical Therapy
    Association」掲載の「短報」

 b．その他の査読付きリハ関連雑誌の筆頭著者* 1 2（海外誌を含む）

40

4)その他の査読付きリハ関連雑誌の短報・等の筆頭著者(海外誌を含む) 10

5） 3）4)　の共同執筆者 5

6) 著書・編著書の主たる著者 80

7) 以下の著者
 a. 協会機関誌「理学療法学」「Journal of the Japanese Physical Therapy
    Association」掲載の総説・症例報告・実践報告・紹介・依頼原稿（臨床実践
講座や臨床入門講座など）の筆頭著者

b．著書・編著書の共同執筆者* 1 3

c. その他の雑誌の依頼原稿（総説・解説等）の筆頭著者
d.海外の書籍の翻訳者

30

1） 「学術大会」・「分科学会学術集会」・「WCPT」・「ACPT」・「日韓カンファレン
ス」でのシンポジスト，パネリスト，講演講師等(筆頭演者に限る)

15

2） 「学術大会」・「分科学会学術集会」・「WCPT」・「ACPT」・「日韓カンファレン
ス」での一般発表（指定演題含む）の筆頭演者

10

3） 「ブロック学会」・「都道府県学会」でのシンポジスト，パネリスト，講演講師等
(筆頭演者に限る)

10

4） 「ブロック学会」・「都道府県学会」での一般発表（指定演題含む）の筆頭演者 5

5） 「関連学会」でのシンポジスト，パネリスト，講演講師等(筆頭演者に限る) 10

6） 「関連学会」での一般発表（指定演題含む）の筆頭演者 5

7） 「学術大会」・「分科学会学術集会」・「WCPT」・「ACPT」・「日韓カンファレン
ス」での座長・司会

10

8)　「ブロック学会」・「都道府県学会」での座長・司会 5

9)　症例検討会（都道府県士会）での座長 2

1．学会参加

 *1 各分科学会が主催する学術集会,および関連協会学会

 *2 日本学術会議協力学術研究団体については，日本学術会議ホームページ (
http://www.scj.go.jp/ )参照のこと

 *3 日本学術会議協力学術研究団体に登録していない団体が主催する学会・学術
集会へ参加した場合の履修ポイントは，以下の条件を満たす場合に認められる
　1) 当該団体の定款・役員名簿が公になっていること
　2) 当該団体の事務局が明記され，問い合わせに対応することができること
　3) 参加を証明する書類(参加証・領収書を含む)が発行されていること

*4 関連学会の場合は学会の地方学会やブロック学会は含めない

10

2．講習会・研修会等の受講
＊5  *5 原則として１コマ９０分以上で，２コマ以上（180分以上）でポイントを認める

 *6 旧「現職者講習会」を含む

 *7 協会あるいは都道府県士会の後援する講習会・研修会等の受講によって得られ
る履修ポイントに関しては，あらかじめ主催者が専門理学療法士制度ポイント認定講
習会・研修会認証申請書（様式第3号，様式第3号-2）を用いて協会に申請しなけれ
ばならない

 *8 その他の講習会・研修会等の受講によって得られるポイントに関しては，あらかじ
め主催者が専門理学療法士制度ポイント認定講習会・研修会認証申請書（様式第3
号，様式第3号-2）を用いて協会に申請しなければならない

*9　士会活動の参加は当該都道府県士会が認める場合，5）と読み替え可能とする

*10 協会ｅーラーニングはコンテンツ時間数により付与されるポイント数が異なる

4．学会発表等

 *11 論文・著作物は，下記，データベース等に登録されており，かつ，その妥当性
は生涯学習機構が審査する
１．医中誌Web（特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会）
２．J-STAGE（独立行政法人科学技術振興機構）
３．CiNii（国立情報学研究所）
４．MEDLINE & PubMed
５．NDL-OPAC（国立国会図書館）
６．その他（生涯学習機構が認めるもの）

 *12 SCI(Science CitationIindex)またはSSCI(Social Science Citation Iindex）に登録
されている雑誌に掲載された論文のCorresponding authorとして明示されている著者
に40ポイントを認める。
 
*13 この場合の共同執筆者とは，当該書籍に5頁以上の執筆がある者をいう
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大項目 項目
履修
ポイント

備考

1） 協会主催全国学術研修会（以下「学術研修会」） 15

2）理学療法士講習会 20

3） 協会主催研修会 20

4） 協会が後援する講習会・研修会 15

5） 都道府県士会主催の講習会・研修会 10

6） 都道府県士会が後援する講習会・研修会 10

6．論文・学会演題等の査読
*15

1）協会機関誌「理学療法学」「Journal of the Japanese Physical Therapy
Association」投稿論文の査読

10

2) ブロック協議会・都道府県士会の発行する雑誌の投稿論文に対する査読* 1 6 5

3） 「学術大会」・「分科学会学術集会」の演題査読* 1 6 5

4） 「ブロック学会」・「都道府県学会」の演題査読* 1 7 2

臨床実習の主たる指導者*19（6週間以上の実習指導） 20

臨床実習の主たる指導者*19（2-5週間の実習指導） 10

10．新人教育プログラム修了 20 ※専門理学療法士申請の場合のみ認められる（1回のみ有効）

 *14 講習会・研修会等におけるポイントは「主たる講師」に対して付与される
　・「主たる講師」とは，単独での90分以上の講義あるいは90分以上の演習で，その
中心となるものをいう。ただし，新人教育プログラム講師にあっては60分以上で認める

　・「従たる講師」とは，90分以上の演習で，その補助となるものをいう
　　「従たる講師」としてこれに関わる場合，当該ポイントの2/3(端数は切り捨て)をその
履修ポイントとして付与する。ただし，新人教育プログラムの従たる講師にあっては60
分以上で認める

　・「主たる講師」「従たる講師」いずれも講習会・研修会等において，教授そのものに
関わる必要があり，会の運営そのものに関わる人員は講師に含まない
　　ただし，会の運営に関わる人員に関しては，運営責任者の証明をもって参加ポイ
ントを付与することができる

　・自治体・各種団体等から各都道府県士会に講師派遣依頼があり，当該都道府県
士会が認める場合，その講師には10ポイントを付与する

 *18 研究分野が申請する専門分野・認定領域に関連するテーマであると概ね認めら
れた場合，当該の専門分野・認定領域の専門理学療法士・認定理学療法士の申請・
更新の際，ポイントとして認められる

8．臨床実習指導者としての業
績

*19 臨床実習の主たる指導者とは実習期間において実習生のマネジメントを担当す
ると同時に，実習生の担当する症例の少なくとも1例に関して直接指導に関わるものを
いう。なお，このポイントの取得にあたっては，所定の様式を用いて理学療法士養成
校の証明を得る必要がある
下記の場合，ポイントは認められない
①2週間未満の実習指導の場合，②実習期間が2009年度以前の場合
③実習期間が新人教育プログラム修了前の場合，

100 　修士課程（博士前期課程）修了もしくは博士課程（博士後期課程）修了

5．講習会・研修会等の講師
＊

14

7．大学院修了の読み替え
＊18

*15 雑誌の発行者あるいは学会主催者による証明を必要とする

*16 論文1編を1件とし，その証明をもって付与される

*17 演題数1題以上をまとめて1件とし，査読が終了した段階でその証明をもって付与
される

１．死体解剖資格
（ひと，動物・培養細胞，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
２．日本臨床神経生理学会認定技術師
（ひと，動物・培養細胞，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
３．実験動物技術者[1級・2級]
（ひと，動物・培養細胞）
４．アスレティックトレーナー
（スポーツ理学療法）
５．義肢装具士
（切断，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
６．徒手理学療法士（IFOMPT認定）
（徒手理学療法）
７．心臓リハビリテーション指導士
（循環，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
８．3学会合同呼吸療法認定士
（呼吸，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
９．呼吸ケア指導士
（呼吸，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
１０．日本糖尿病療養指導士
（代謝，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
１１．栄養サポートチーム専門療法士
（代謝，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
１２．健康運動指導士
（地域理学療法，健康増進・参加，介護予防，補装具）
１３．福祉住環境コーディネーター［1級］
（地域理学療法，健康増進・参加，介護予防，補装具，脳卒中，神経筋障害，脊髄
障害，発達障害）
１４．介護支援専門員・サービス管理責任者
（地域理学療法，健康増進・参加，介護予防，補装具，脳卒中，神経筋障害，脊髄
障害，発達障害）
１５．中級障がい者スポーツ指導者資格
（地域理学療法，健康増進・参加，介護予防，補装具，脳卒中，神経筋障害，脊髄
障害，発達障害）
１６．日本褥瘡学会認定士（理学療法士）
（褥瘡・創傷ケア，脳卒中，神経筋障害，脊髄障害，発達障害）
1７.障害者相談支援専門員
（地域理学療法，健康増進・参加，介護予防，補装具，脳卒中，神経筋障害，脊髄
障害，発達障害）
１８．介護予防推進リーダー
（介護予防）
19.地域包括ケア推進リーダー
（地域理学療法)

9．生涯学習機構が定める資

格*20 40

※（　　）内は，該当する認定領域を示す

*20 当該ポイントは関連する分野・領域における専門理学療法士・認定理学療法士
の申請・更新の際，1分野または1領域につき1資格のみポイントとして認められる（1回
のみ有効）
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専門理学療法士（7分野）、認定理学療法士（23領域）と行動目標 

※認定理学療法士は領域名がそれぞれの資格名に該当する 

 

専門理学療法士（7専門分野） 認定理学療法士（23領域） 行動目標 

1. 基礎理学療法 

 

専門理学療法士 

（基礎理学療法） 

1)  ひとを対象とした基礎領

域 

ひとを対象とした基礎理学療法の知

識と技能を修得し、一定の経験を有

し、安全で適切に実践することがで

きる 

2)  動物・培養細胞を対象とし

た基礎領域 

 

実験動物や培養細胞に関する基礎理

学療法の知識と技術を習得し、一定

の経験を有し、安全で適切に実践す

ることができる 

2. 神経理学療法 

 

専門理学療法士 

（神経理学療法） 

 

1)  脳卒中 

 

脳卒中・頭部外傷に代表される神経

障害の理学療法に関する知識と技能

を習得し、一定の経験を有し、安全

で適切に実践することができる 

2)  神経筋障害 

 

神経筋疾患に代表される神経障害の

理学療法に関する知識と技能を習得

し、一定の経験を有し、安全で適切

に実践することができる 

3)  脊髄障害 

 

脊髄損傷などに代表される神経障害

の理学療法に関する知識と技能を習

得し、一定の経験を有し、安全で適

切に実践することができる 

4)  発達障害 

 

心身の発達障害の理学療法に関する

知識と技能を習得し、一定の経験を

有し、安全で適切に実践することが

できる 

3. 運動器理学療法 

 

専門理学療法士 

（運動器理学療法） 

1） 運動器 

 

骨関節疾患などに代表される運動器

障害の理学療法に関する知識と技能

を習得し、一定の経験を有し、安全

で適切に実践することができる 

2） 切断 

 

壊死、腫瘍、外傷疾患などに代表さ

れる四肢切断の理学療法に関する知

識と技能を習得し、一定の経験を有

し、安全で適切に実践することがで

きる 

3） スポーツ理学療法 

 

スポーツに関連した外傷・障害に代

表される理学療法に関する知識と技

能を習得し、一定の経験を有し、安

全で適切に実践することができる 

4） 徒手理学療法 

 

徒手理学療法に関する知識と技能を

習得し、一定の経験を有し、安全で

適切に実践することができる 
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4. 内部障害理学療法 

 

専門理学療法士 

（内部障害理学療法） 

 

1） 循環 

 

心大血管疾患、心循環機能低下など

に代表される循環障害の理学療法

に関する知識と技能を習得し、一定

の経験を有し、安全で適切に実践す 

ることができる 

2） 呼吸 

 

呼吸器疾患、呼吸機能低下などに代

表される呼吸障害の理学療法に関

する知識と技能を習得し、一定の経

験を有し、安全で適切に実践するこ

とができる 

3） 代謝 

 

糖尿病，肥満症，脂質異常症などに

代表される代謝障害の理学療法に

関する知識と技能を習得し、一定の

経験を有し、安全で適切に実践する

ことができる 

5. 生活環境支援理学療法 

  専門理学療法士 

（生活環境支援理学療法） 

1） 地域理学療法 

 

地域・在宅における理学療法に関す

る知識と技能を習得し、一定の経験

を有し、安全で適切に実践すること

ができる 

5. 生活環境支援理学療法 

  専門理学療法士 

（生活環境支援理学療法） 

2） 健康増進・参加 

 

健康増進・参加に関する理学療法の

知識と技能を習得し、一定の経験を

有し、安全で適切に実践することが

できる 

3） 介護予防 

 

介護予防ならびに障害予防に関す

る理学療法の知識と技能を習得し、

一定の経験を有し、安全で適切に実

践することができる 

4)  補装具 

 

義肢・装具や福祉機器・用具に関す

る知識と技能を習得し、一定の経験

を有し、安全で適切に実践すること

ができる 

6. 物理療法 

   

専門理学療法士 

（物理療法） 

 

1） 物理療法 

 

光線、電気などの物理的な刺激を生

体に適用するための知識と技能を

習得し、一定の経験を有し、安全で

適切に実践することができる 

2） 褥瘡・創傷ケア 

 

創傷ケアなどに関する物理療法の

知識と技能を習得し、一定の経験を

有し、安全で適切に実践することが

できる 

3） 疼痛管理 

 

疼痛に関する物理療法の知識と技

能を習得し、一定の経験を有し、安

全で適切に実践することができる 
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7. 教育管理理学療法 

   

専門理学療法士 

（教育管理理学療法） 

 

1） 臨床教育 

 

臨床教育（卒前および卒後）に関す

る知識と技能を習得し、一定の経験

を有し、安全で適切に実践すること

ができる 

2） 管理・運営 

 

職場の労務管理・運営および衛生管

理・運営に関する知識と技能を習得

し、一定の経験を有し、安全で適切

に実践することができる 

3)  学校教育 

 

理学療法士養成教育に関する知識

と技能を習得し、一定の経験を有

し、適切に実践することができる 

 

◎認定・専門理学療法士制度の認定 

認定理学療法士及び専門理学療法士の認定は、生涯学習機構が委嘱した認定審査担当者が担う。 

認定・専門理学療法士制度に関わる事項は、生涯学習機構が総括して運営する。 

 

第5章 

１）推進リーダー制度 

(1)目的 

『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目的に、【地域包括ケア推進リーダー】、【介

護予防推進リーダー】の２つの資格コースを育成制度として、設定した。 

 

(2)定義 

＜地域包括ケア推進リーダー＞ 

第一に、地域ケア会議の目的を踏まえた上で、会議に参加し、自立支援に繋げる助言ができ、最終的には、

理学療法士の強みを生かして総合的に地域包括ケアを推進できる 

 

＜介護予防推進リーダー＞ 

理学療法士としての専門性を活かした評価ができる、効果的な予防プログラムを企画・提案ができる、多

職種や住民との協働による予防プログラムを企画・提案ができる 

 

(3)履修方法 

新人教育プログラム修了者を対象とし、①e-ラーニング、②導入研修、③士会指定事業の３つの要件を履

修することで、推進リーダーとしての資格が付与される。 

また、①士会からの推薦を受けた会員、②認定理学療法士取得者、③介護支援専門員の資格を有する会員

は、履修要件の１つであるe-ラーニングの受講が免除となり、２つの要件で推進リーダーとしての資格が

付与される。 

推進リーダーの資格は、生涯学習ポイントの「生涯学習機構の定める資格」となっており、40ポイントが

付与され、認定理学療法士や専門理学療法士の取得の際に、使用することができる。 

＜eラーニングコンテンツ内容＞ 

【地域包括ケア推進リーダー】①介護保険制度について ②介護保険サービスについて 

【介護予防推進リーダー】①介護予防概論 ②転倒予防理学療法 ③関節痛予防理学療法 ④認知機能低下予

防理学療法 
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【地域包括ケア推進リーダー 履修要件図】 

 

【介護予防推進リーダー 履修要件図】 

 

 

 

 

 


