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Ⅰ．認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関（以下、「教育機関」）認定の流れ 

 

1. 認定（開講前年）・認定更新審査（資格の満了となる年度） 

 

申請書類のダウンロード、作成 

       ↓ 

申請書類の提出 

       ↓ 

申請書類の受領 

審査料の請求 

       ↓ 

認定・専門理学療法士審査部会での 

審査 

       ↓ 

審査結果の通知（メール） 

       ↓ 

通知の確認 

       ↓ 

認定書の交付 

日本理学療法士協会ホームページで認

定施設の公表 

       ↓ 

認定書の受け取り 

 

 

申請する教育機関が行う 

   

申請する教育機関を行う 

 

日本理学療法士協会が行う 

 

 

日本理学療法士協会が行う 

 

 

日本理学療法士協会が行う 

 

申請する教育機関が行う 

 

日本理学療法士協会が行う 

 

 

 

申請する教育機関が行う 
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Ⅱ．教育機関認定審査、更新の実施要綱 

1. 認定審査 

1）目的 

  教育機関として申請された教育機関が教育機関認定の要件を実際に満たしていること

を審査する。 

 2）審査時期 

  初回審査は研修開始の前年度とする。 

3）審査内容と方法 

教育機関から提出された申請書の内容が、機関認定の要件と審査項目（別表 1）を満

たしているかどうかを認定・専門理学療法士審査部会が審査する。 

 4）審査結果および通知方法 

  審査結果は、2 月頃にメールで教育機関に通知する。 

 5）再申請の手続き  

教育機関認定の要件を満たしていなと判定された教育機関は再申請を行うことができ

る。 

２．認定更新 

1）目的 

  教育機関の更新を申請した教育機関の資格を更新する。 

 2）審査時期 

  教育機関認定の有効期間（5 年間）満了の前年とする。認定更新審査を受けなかった

ときは、資格を喪失する。 

3）審査内容と方法 

教育機関から提出された申請書の内容が、教育機関認定の要件と審査項目（別表 1）

を満たしているかどうかを認定・専門理学療法士審査部会が審査する。 

 4）審査結果および通知方法 

審査結果は、2 月頃にメールで教育機関に通知する。 

 

Ⅲ．教育機関認定審査の申請方法 

1. 申請期間 

毎年8月1日～9月30日 

２.申請方法 

日本理学療法士協会ホームページ上から、申請書類をダウンロードし、期間内に申請者

（教育機関管理者）のマイページから申請する。 

３．審査料  

1申請あたり、11,000円（税込）とする。 

同教育機関より複数分野申請があった場合、1申請（申請分野）ごとに審査料が生ず
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る。 

 申請受理をもって審査料を請求する。申請後に申請取り下げを行った場合、支払いの免

除または審査料の返金はされない。 

 

Ⅵ．教育機関認定後の報告 

1.年度報告 

教育機関として認定された機関は、認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関 実

施報告書・会計報告書（別に定める）の内容に関し年度報告を行う。 

2. 次年度予定報告 

教育機関として認定された機関は、次年度に予定する研修がある場合、以下の次年度予

定報告を行う。 

必須提出項目 

1） 開講予定と対象者等（様式１） 

2） 収支予算（様式３） 

3） 科目担当講師リスト（演習補助講師を含む）（様式４） 

4） 開講する選択科目（様式４） 

変更がある場合に提出 

1）申請者（教育機関管理者）、担当者（認定申請書） 

2） 教育施設・教材・教育機器（様式２） 

3） 科目担当講師（演習補助講師を含む）の経歴（様式５） 
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別表１ 機関認定の要件と審査項目 

教育機関として認定されるためには、次の各項目に定める要件を満たしていなければな

らない。また、既に認定された機関が、他の認定理学療法士分野の教育機関として認定され

るためには、その都度教育機関の認定審査を受けなければならない。 

教育施設の認定に際しては、認定・専門理学療法士審査部会は、認定理学療法士臨床認定

カリキュラム教育機関認定申請書（別紙資料）をもとに、審査を行う。各項目の審査対象資

料を示す。 

 

項目 要件 審査対象となる資料 

Ⅰ．教育組織  1．認定理学療法士教育課程として適切な

組織である（保健・医療・介護施設、教

育施設、都道府県の理学療法士会な

ど）。 

2．教育機関管理者、会計責任者、担当者が

示されている。教育機関管理者と会計

責任者は別の者を置くこと。 

3. 教育機関管理者は本会会員（在会会員）

とし、申請時点で申請組織に属してい

ること。 

認定申請書 

 

Ⅱ．認定分野 1．開設する分野は、認定理学療法士分野

として認められている。 

様式 1 開講予定 

Ⅲ．教育課程 

1. カリキュラム 

1．認定理学療法士の教育を均質にするた

め、『臨床認定カリキュラム』（別表

2）を遵守したものである。 

２．必須 15 コマ、選択 5 コマ以上の受講

を修了要件としている。 

様式 4 管理者・講

師リスト 

2．教育期間、研修形

式 

 

1．対面研修、オンライン（生中継、録

画）での教育期間は、4 日から 7 日程

度とする。原則として日中の連続した

教育期間とするが、土・日曜日等の分

散開催も可とする。           

2．オンライン（オンデマンド）の視聴期

間は目安として 10 日間以上とする。 

様式１ 開講予定 

 

Ⅳ．募集定員 

 

1．募集定員が教育施設、カリキュラムに

とって適切である。 

様式 1 開講予定 

様式 2 教育施設 



6 

 

Ⅴ．講師 

1．講師要件 

1． 講師は以下に該当していること。理学

療法士については、休会者、会員権利

停止者、取得見込者は該当しない。 

1）講師の中で 1 人以上は開講する認定

理学療法士分野の認定理学療法士、も

しくは、関連した専門理学療法士を有

していること。 

2）認定・専門理学療法士を有していない

理学療法士が講師を行う場合、登録理

学療法士を有していること。  

3）2）に該当する場合は、当該科目・分

野において以下の①~③いずれかの条

件をみたすもの 

①理学療法実践力を有する者（当該分野

の臨床実践経験が概ね 5 年以上あるこ

とが望ましい）。 

 ②当該科目・分野においてに教育上の能

力を有する者（教育経験として、大学、

大学院、短期大学、専門学校の講師、非

常勤講師、もしくは日本理学療法士協

会、都道府県理学療法士会が開催した

講習会・研修会の講師歴があることが

望ましい）。 

 ③当該科目・分野において学術業績を有

する者（筆頭演者で学会発表が 2 回以

上、もしくは、自身が執筆した著書か筆

頭学術論文が 1 編以上あることが望ま

しい。） 

 4）理学療法士以外が講師を行う場合は、

上記と同等以上の能力が認められた

者。 

 5)講師は 3 名以上で構成されているこ

と。                   

2．演習補助講師は登録理学療法士を有し

ていること。休会者、会員権利停止者、

取得見込者は該当しない。 

様式 4 管理者・講

師リスト        

様式 5 科目担当講

師の経歴（開講分野

の認定・専門理学療

法士を有している講

師は提出不要） 
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Ⅵ．教育施設 1． 対面で開講する場合、講習が行える講

義室が使用可能であること（講義室の

収容人数が募集定員に関係スタッフ数

を合わせた数以上であること）。 

2． 対面で演習を行う場合、演習が実施で

きる演習室を使用可能であること（演

習室の収容人数が募集定員に関係スタ

ッフ数を合わせた数以上であること）。 

3． 教育上必要な機器備品が整備されてい

る。 

対面で開講する場合：視聴覚機器、演

習時に必要な機器、情報機器など 

オンラインで開講する場合：インター

ネット環境、PC、マイク、カメラなど 

様式 2 教育施設 

 

Ⅶ．収支 1. 教育機関運営に必要な収入及び金額は

当該教育機関の規定に基づき設定され

ている、もしくは、組織内で合意が取

れている。 

2.  教育機関の運営収支計画が提出され

ている。 

様式 3 収支 
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別表 2 認定理学療法士臨床認定カリキュラム 

 

認定理学療法士臨床認定カリキュラムは、教育機関の教育を均質にし、また、研修者が研

修期間内に認定理学療法士に必要な知識・技術を習得できるよう構成したものである。カリ

キュラム及び講義計画の作成にあたっては、各認定理学療法士分野の臨床認定カリキュラ

ムに基づき、以下を遵守する。 

1） 到達目標は変更しない。 

2） 講義及び演習は、90 分を 1 コマ とする。 

3）必須科目について 

・教科目名、コマ数（15 コマ、22.5 時間）は変更しない。 

 ・15 コマ全ての履修を修了要件とする。 

4）選択科目 

・教育機関が 5 コマ以上（7.5 時間以上）を選択して開講し、受講生はすべて履修するこ

とを修了要件とする。(6 コマ開講したら、受講生は 6 コマすべて受講する必要がある) 

・教科目名は変更しない。 

・各分野における特定の技術など、その分野の知識・技術を広げる上で、必要なカリキュ

ラムを設定する。 

 

21 分野基準カリキュラムについては、別資料に掲載。 


