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皆さんは、国家試験に合格したら、

多くの患者さん・利用者さんのために活躍されることでしょう。

信頼される理学療法士になるためには、

日々知識や技術を磨いて研さんを続けることや、

施設内外に仲間を作り、情報や意見のやりとりをすることが大切です。

また、皆さんが安心して働ける環境が欠かせません。

公益社団法人日本理学療法士協会は、

国民の医療・介護・保健・福祉の増進のために活動するとともに、

皆さんが活躍し続けるために学び・仲間づくり・環境づくりの支援をしています。

会員となって、一緒に日本の理学療法の未来を創っていきませんか。

理学療法の未来を創る皆さんへ
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公益社団法人 日本理学療法士協会｜入会案内

日本理学療法士協会ってどんな団体？

協会の理念

私たちは理学療法士として、すべてのひとの健康と幸福を実現するために

一、「尊厳ある自立」と、その「くらし」を守ります。

一、�真に求められる理学療法科学の探求と創造、そして自らの技能と資
質の向上に努力します。

一、必要な提言や社会的行動を精力的に行います。

日本理学療法士協会について

日本理学療法士協会（以下、本会）は、全国約13万人が所属
する理学療法士の職能・学術団体です。本会では、会員の皆
さんを支えるために、学習をサポートする教育・研修活動、
制度の改善などを政府に働きかける職能活動、研究を支える
学術活動という３つの柱を掲げて取り組んでいます。
また、広く国民へ向けた広報啓発活動も行っています。
その他に、地域組織である都道府県理学療法士会や一般社
団法人日本理学療法学会連合と連携して活動しています。
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知識・技術を磨き続けよう！
柱その１

教育・
研修活動

教育・研修活動とは？

生涯学習制度とは？

教育・研修活動は、理学療法士の臨床能力の引き上げ、質の向上
を目指し、会員の皆さんが自発的に継続した学習に取り組めるよ
うな生涯学習制度を構築する活動です。研修会の企画運営だけで
はなく、学習動画の制作やキャリアアップのための資格制度の運
用も行っています。

皆さんには、入会後の5年間で「前期研修」「後期研修」を受講し、「登録理学療法士」の取得を目指していただくこ
とになります。
その後、登録理学療法士を更新し続けていくことを生涯学習の土台とし、皆さんが多様な環境（居住地・就業分野や
働き方・ライフステージ等）にあっても、継続的に学び続けられるような仕組みが本会の生涯学習制度です。
登録理学療法士は、多様な障害像に対応できる能力を有する「ジェネラリスト」です。その上で、各分野のより高い専
門性を有する「スペシャリスト」を目指すステップとして、認定理学療法士、専門理学療法士の資格があります。一緒
にスキルアップを目指しましょう。

5年ごとの更新制専門理学療法士
専門理学療法士制度

5年ごとの更新制認定理学療法士
認定理学療法士制度

皆さんの学習の流れのイメージ図

前期研修

座学：22コマ（33時間）
A	 ：初期研修	6コマ
B	 ：	理学療法の基礎　	

6コマ
C	 ：	理学療法の専門性　

10コマ
実地研修：	32コマ（48時間）
D	：実地研修	32コマ

後期研修
座学：51コマ（76.5時間）
A	：臨床推論
B	：臨床疫学（演習）
C	：領域別研修（座学）
D	：関連領域
E	：	領域別研修	 	
（事例）、（育成）

F	：最近の知見
実地経験：3年（36か月）

登
録
理
学
療
法
士

（
前
期
研
修･

後
期
研
修
の
修
了
）

登録理学療法士

5年ごとの更新制

最短履修期間
2年間

最短履修期間
3年間

生涯学習制度
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公益社団法人 日本理学療法士協会｜入会案内

前期研修・後期研修では何を学べるの？

日本理学療法学術研修大会とは？

入会後の２年間は前期研修として、「必要に
応じて指導を求めながら、基礎的理学療法
を実践できるレベル」を目指します。
座学だけではなく、各施 設における OJT

（on-the-job training）を主体とする実地
研修により、理学療法士としての実践能力
をより高めるプログラムを受けることができ
ます。

前期研修修了後の３年間は、座学や症例検
討会に参加しながら「多様な領域で標準的
理学療法を臨床実践でき、学生や後輩を指
導できるレベル」を目指します。
前期研修よりも幅広い分野を学習すること
ができ、理学療法士のみならず医師をはじ
めとした他職種が講師を務めるプログラム
を受けることができます。

毎年5～7月頃に開催される、本会唯一の全国規模の学術研修大会です。理学療法士の臨床技能を高めることを目的に、
より臨床現場で役立つ実践的な内容の研修を企画しています。
新人理学療法士の皆さんから経験を積んだ方まで、経験年数を問わず、職場に帰って即実践できる知識と技能を学ぶ
ことができます。ぜひご参加ください。

皆さんの学びをサポートする制度について本会 HP で説明しています。研修プログラムなどの
詳細についてはぜひ HP をご覧ください。
※前期研修は会費以外に別途料金はかかりません。

期研修前 期研修後

<URL>	https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/
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理学療法士の活躍の場を拡げる！柱その２

職能活動

職能活動とは？

職能活動は、理学療法に関連する制度等の
改善・提案をするための活動や、社会のニー
ズに応える理学療法士の働き方を創出する
ための活動です。
最近では、理学療法士の活躍の場は、介護
予防や健康づくり、スポーツ分野にも拡がり
つつあります。本会は、理学療法士の雇用
を守り、活躍の場を拡げるために重要な職
能活動を進めています。

職能活動
●政府・行政等への要望書提出
●職域拡大のための企画・調査
●行政・企業・他団体との連携
●新たな活躍の場に向けた研修
●会員のための情報提供

拡がる活躍の場

介護予防

スポーツ 企業での健康づくり

医療機関や介護施設での
理学療法

子ども・学生の
身体づくり

職能活動によって私たち理学療法
士の活躍の場が拡がります。また、
会員ひとりひとりの活躍が職能活動
に活かされます。
その土壌を会員となって一緒に耕し
ましょう！

Pick Up!
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」の事例を見てみよう！

要介護状態になりやすい高齢者に対して、保健事業と介護予防を効果的に実施するために政府が
進める「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」において、当初、「理学療法士」は実施職
種に含まれていませんでした。
それに対して、本会は、厚生労働大臣を訪問し要望書を提出するなど、積極的な働きかけを行いま
した。その結果、実施職種に「理学療法士」が追加されることになりました。

市町村等が実施する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に関する事業で、理学療法士の
参画が実現しなかった可能性があります。様々な働きかけにより、高齢者を支える一職種として、理学
療法士の活躍の場が拡がることになりました。

もしも「理学療法士」が追加されていなかったら？
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公益社団法人 日本理学療法士協会｜入会案内

学びを深めよう！柱その３

学術活動

学術活動は、自主的・自律的な理学療法に関わる知的創造活動や知
識・方法の体系化であり、本会はこれをサポートします。本会は、政
府の諮問機関である日本学術会議の指定を受け、協力学術研究団体
として登録されています。近年、科学的な根拠を元にした理学療法の
確立が強く求められています。本会ではより自由で活発な分野ごとの
研究推進を目指し、2021年4月、学術機能の一部を一般社団法人日
本理学療法学会連合（以下、学会連合）に移管しました。
今後は、学会連合との密な連携を継続しつつ、「理学療法ガイドライ
ン」の活用推進や『日本理学療法士協会雑誌（Journal of Japanese 
Physical Therapy Association）（2022年度内に第1号発行予定）』
の発行を通し、理学療法の発展や政策の提言に活かしていきます。

学会は「法人会員」、研究会は「学術団体会員」として「日本理学療法学会連合」を組織します。

学術大会・学術事業に参加しよう！
法人理学療法学会や研究会に所属していなくても、本会会員は学術大会・学術事業にお得な価格で参加できます。

学術誌『理学療法学』・英文誌『Physical Therapy Research』を読もう！
学会連合や各法人理学療法学会の学術誌がオンラインで発行されています。

学術活動とは？

「一般社団法人日本理学療法学会連合」とは？

気になる分野はこちらからチェック！

・日本運動器理学療法学会
・日本基礎理学療法学会 
・日本呼吸理学療法学会 
・日本支援工学理学療法学会 
・日本小児理学療法学会 
・日本循環器理学療法学会
・日本神経理学療法学会 
・日本スポーツ理学療法学会 
・日本地域理学療法学会

・日本糖尿病理学療法学会 
・日本予防理学療法学会 
・日本理学療法教育学会

※	12学会全てが一般社団法人
格を取得しています。

・ 日本ウィメンズヘルス・メンズヘルス
理学療法研究会

・日本栄養・嚥下理学療法研究会
・日本がん・リンパ浮腫理学療法研究会 
・日本筋骨格系徒手理学療法研究会
・日本産業理学療法研究会
・日本精神・心理領域理学療法研究会
・日本物理療法研究会
・日本理学療法管理研究会

人化した学会（50音順）法 究会（50音順）研

<URL>	http://jspt.japanpt.or.jp/
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早期入会特典でeラーニングを視聴しよう！

各種 SNSはこちらから！

7月31日までにご入会いただいた方にはお得な特典をご用意しています。 昨年の「日本理学療法学術研修大会 inおお
いた」の事前学習動画など、複数の eラーニング（合計約2時間半分）を無料で視聴できます。

申込期間： 2022年5月1日（日）～7月31日（日）

視聴期間： 2022年10月31日（月）まで

視聴方法：❶ キャンペーン対象期間中に、P10の「入会手続き
について」の手順にて入会申請を行ってください。

❷ 協会からeラーニングの視聴方法等をご案内する
メールが届きます。

❸ セミナー申込の画面から早期入会特典の動画の
視聴をお申し込みください。

まだまだあります！本会入会のメリット

Twitter

LINE

Facebook

YouTube

＜URL＞https://twitter.com/jpta1966

＜URL＞https://page.line.me/euv2707

＜URL＞https://www.facebook.com/jpta1966

＜URL＞https://www.youtube.com/user/
JPTAchannel/featured
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公益社団法人 日本理学療法士協会｜入会案内

本会会員には、隔月で会報誌『JPTA NEWS』をお届けしています。
また、会員限定コンテンツでは、調査報告書や診療・介護報酬改定などに関する
情報、各種ガイドライン、国際情報、メディカルオンライン論文検索などの会員
の皆さん限定の情報を閲覧することができます。
2022年4月からは、新たに会員専用のスマホアプリが誕生します。どこでも簡単
に研修会申し込みなどができますのでぜひご活用ください。各種 SNSからも最新
情報を随時配信しています。

お役立ち情報を活用しよう！

福利厚生を活用しよう！

もしも皆さんが、業務中にひとにケガをさせてしまったり、物を壊してしまった場合、損害賠償を求められる可能性が
あります。本会の会員※であれば、その時の賠償金、訴訟費用、初期対応費用などをカバーする「理学療法士賠償責
任保険」に自動的に加入します。さらに希望者は、補償額を引き上げた保険に有償にて加入することもできます。

※在会中（未納者）・入会手続中・復会申請中・休会中は除く

レストランや宿泊、レジャー施設、カラオケ、映画館、遊園地などを優待価格で利用できる会員専用の福利厚生サー
ビス「日本理学療法士協会クラブオフ」をご利用いただけます。

理学療法士賠償責任保険

クラブオフ
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会費について

本会に入会した会員は、同時に勤務先もしくはお住まいの地域の都道府県理学療
法士会にもご所属いただくことになります。都道府県理学療法士会は全国47都道
府県に設置されており、本会と協働する地域組織です。皆さんとより近い距離で、
地域の特性に応じた活動を行っています。

本会と都道府県理学療法士会の活動が連携して、理学療法の普及向上や国民の
医療・介護・保健・福祉の質の向上に貢献しています。

各都道府県理学療法士会では新人理学療法士の皆さんに向けた新人オリエンテー
ションを開催します。地域の仲間にも出会えますのでぜひご参加ください。日程
は都道府県理学療法士会の HP などから確認できます。

都道府県理学療法士会について

会費・入会手続きについて

入会金

免許取得年度のご入会で

入会時費用の目安

■内訳

日本理学療法士協会

●日本理学療法士協会・都道府県理学療法士会双方に所属することになります。
●都道府県理学療法士会年会費はご所属の都道府県理学療法士会によって異なります。
●一部都道府県理学療法士会では、別途入会金が必要です。
●入会金は初年度のみの請求となります。

◆免許取得年度以外で入会する場合、19,000～27,000円となります。

都道府県理学療法士会

年会費 4,000円～12,000円年会費 10,000円5,000円

14,000～22,000円合計 免許取得初年度
5,000円割引！

あなたのご所属になる都道
府県理学療法士会の情報を
チェックしてみましょう！

<URL>	https://www.japanpt.or.jp/about/divisions/

数字で分かる日本理学療法士協会

日本理学療法士協会に所属する会員

約 13 万人
国家試験の新規合格者入会率

86.93％

各都道府県士会の
年会費は
こちらをチェック！

<URL>	https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/privilege/fee/

※2014〜2020年
までの平均値です。
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公益社団法人 日本理学療法士協会｜入会案内

入会手続きについて

申請内容を確認・受理

申請内容を確認・受理

各都道府県理学療法士会

日本理学療法士協会

日本理学療法士協会
各都道府県理学療法士会

日本理学療法士協会

入会金・年会費 請求手続き

理事会にて承認

PC・スマホでお手続き

WEB入会申請 <URL> http://www.japanpt.or.jp/about/join/

WEB入会申込

click!

QRコードで
スマートフォンからも
ご登録いただけます!

最
短
で
約
1
週
間

約
1
カ
月

2022年度ご入会の申込は 4月19日(火) より受付開始します

◆画面の案内に従って、ご自宅・勤務先等の情報をご入力ください

◆会費納入方法の登録

　下記いずれかの登録手続きへお進みください。

　①お持ちのクレジットカードを登録する
　②口座振替情報を登録する

　※3カ月以内に会費納入方法のご登録がない場合、入会申請が無効となります。

入会申請受付完了

決済完了

正式に入会承認

会員証発行・発送

・クレジットカードを登録された方
　→ご登録のカードへ請求手続きをさせていただきます。

・口座振替を登録された方
　→ご登録手続きから4～6週間後、自動引落させていただきます。

認
承

Japanese Physical Therapy Association 会
協
士
法
療
学
理
本
日

人
法
団
社
益
公
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