
●新⽣涯学習制度に関して
No 質問 回答

1
これまで研修会などに参加して得たポイントは、2022年4⽉からの
新⽣涯学習制度では無効になるという認識で良いでしょうか？

現⽣涯学習制度での履修履歴は登録理学療法⼠への移⾏において加味さ
れます。新⽣涯学習制度開始後の活動（前期研修・後期研、登録理学療
法⼠更新、認定理学療法⼠・専⾨理学療法⼠の新規取得・更新）への読
み替えや利⽤はできません。

2

現場では患者数，単位数の確保が経営側からは求められており，
研究活動は時間外に⾏われることが多かったと思います．昨今、
時間外は難しくなっています．ある程度は時間内に⾏えるような
後押しを、協会として⾏ってもらえるような取り組みはあります
でしょうか．

病院経営者で構成される各種病院団体やリハビリテーション医学関連団
体等に、職場内教育を評価する仕組みを取り⼊れた新⽣涯学習制度につ
いて、これまで説明してまいりました。また、医療情報系の新聞や各種
雑誌等を通じて新制度の周知を図っているところです。今後も、職場内
教育の推進が図られるよう病院経営者等への理解促進の取り組みを継続
したいと考えています。

2021年度までの⼊会者については、⼊会年度および⽣涯学習履歴に
よって、スタート位置が異なります。
下記HPの「新⽣涯学習制度への移⾏」欄にて、ご⾃⾝の⼊会年度の資
料をご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/

2021年12⽉10⽇オンラインセミナー
「新⽣涯学習制度について⻫藤会⻑と⽩⽯常務理事に聞いてみよう！」

ご質問への回答⼀覧

3
登録理学療法⼠は、2022年4⽉からスタートになりますが、すべて
の会員が前期研修からスタートになるんでしょうか？
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●前期・後期研修・登録理学療法⼠に関して
No 質問 回答

1
前期研修カリキュラムD-1:ロの場合の、「独⾃のプログラム」と
いうものは、協会に承認されたもの等の条件はありますか？

プログラム内容の確認や承認はありません。

2
D-1のイ、ロの違い、基準がよくわかりません。
独⾃のプログラムがどこまで許容されるのでしょうか？

「D-1：イ」は新⼈理学療法⼠職員研修ガイドラインに沿った内容、
「D-1：ロ」は既に施設独⾃に研修プログラムがある場合ですが、特に明
確な切り分けはしておらず、「D-1：ロ」において内容の確認や承認を要
するものではありません。施設会員代表者が⾃⾝の判断で⾃施設に施設
独⾃のプログラムがあり、それに則り実地研修を⾏うと判断して場合
に、「D-1：ロ」へ変更申請をします。
この変更申請によって履修単位や条件が変わるなどの影響はありませ
ん。

3

新⼈以外の会員は⼊会年度・ポイントにより登録理学療法⼠履修
中でスタートする会員もいるかと思います。
その際、施設代表者が「D-1:イ」を選択した場合、新⼈ではない
スタッフ（既卒者）も、D-1実地研修は新⼈理学療法⼠職員ガイド
ラインに準ずる必要があるという解釈でよろしいでしょうか？

実地研修の実施区分は施設代表者の選択ではなく、各施設の登録理学療
法⼠在籍有無によって、本会で⾃動的に指定しますので、予めご了承く
ださい。
新⼈ではない既卒の職員で実地研修の履修が必要となる⽅については、
必ずしも新卒と同じ内容である必要はありません。実地研修は職場内で
のOJTを指しますので、対象者の状況に応じて、OJTを通じた職員教育を
⾏っていただいて構いません。

4
到達⽬標は新⼈向けだと思いますが、登録理学療法⼠になるには
ポイントが⾜りなかった中堅職員にも同じ内容でよろしいです
か？それとも中堅にあわせたものを作る必要がありますか?

中堅職員で前期研修の実地研修の履修が必要となった場合、必ずしも新
卒と同じ内容である必要はありません。実地研修は職場内でのOJTを指し
ますので、対象者の状況に応じて、OJTを通じた職員教育を⾏っていただ
いて構いません。

5

実地研修の48時間というのは、勉強会やカンファレンスの時間も
累積で記録しておく必要があるということでしょうか？またカン
ファレンス出席時にも登録理学療法⼠が付き添う必要があるので
しょうか？部署のチームの中に登録理学療法⼠がいれば直接のOJT
ではなくても履修したことになるのでしょうか？

内容によっては、他職種から指導を受けたり、カンファレンスに参加す
るなど、実地指導者となる登録理学療法⼠が同席する場⾯だけではない
と思います。実地指導者が参加しない場⾯においては、他の指導者とも
連携の上、実施内容の把握と結果、履修管理等ができる状況であれば、
施設内で柔軟にご対応ください。

6
⾃施設内に登録理学療法⼠がいる場合（D-1）、どのように単位管
理をしていく予定でしょうか？対象者が⾃⼰申請⽅式でしょう
か？

実地研修の履修登録（履修単位の管理）は実地指導者となる登録理学療
法⼠が⾏います。実地指導者は⾃⾝のマイページから、担当した前期研
修履修者（受講者）の履修登録を⾏うこと、受講者のマイページに履修
単位が反映されます。

7
施設代表会員は所属施設の会員の履修状況（実地研修の必要性の
有無）を確認することは可能ですか。

マイページ上では確認することはできませんので、各個⼈へ現在の履修
状況をお尋ねいただきご確認ください。

8
前記研修の実地研修においてプログラム内容等を協会や⼠会に提
出する必要はありますか？また、プログラム内容により却下され
る場合はありますか？

ご提出は不要です。各施設の状況や⽅針等に応じて実地研修をお進めく
ださい。

9
実地研修のポイントが⾃施設で認められるガイドラインに沿った
研修が⾏われると判断するのは、どこでしょうか？どのようにガ
イドラインに沿っていると認められますでしょうか？

新⼈理学療法⼠職員研修ガイドラインは１つの指標となります。ガイド
ラインに沿っているか否か協会や⼠会などどこかの機関が判断するもの
ではありませんので、ガイドラインを参考にしてお進めいただいて構い
ません。

10
新⼈PTが⼊職直後（3⽉〜4⽉）に登録理学療法⼠の下で実地研修
を⾏った場合、5⽉や6⽉にPT協会の会員になった後でも過去の実
地研修を申請できますか？

⼊会初年度の会員に限り、本会⼊会前であっても、⼊会年度中は遡及し
研修を有効とします。

11
前期研修の実地研修の開催時期に制約はありませんか？⼊職年の4
⽉に実施しても良いでしょうか？

制限はありません。⼊職直後の４⽉でも実施可能です。

12

前期研修D実地研修についてお伺いします。⾃施設に登録理学療法
⼠がいる場合は他施設での⾒学研修は不可能という理解で宜しい
でしょうか。また、⾃施設で実地研修を⾏うにあたり申請は必要
でしょうか。

登録理学療法⼠が在籍している場合は「D-1：イまたはロ」に該当します
ので、「D-2」の受講⽅法は選択できません。D-2は登録理学療法⼠が在
籍していない場合の代替⽅法となりますので、ご了承ください。
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No 質問 回答

13

実地研修の内容は施設ごとと理解しましたが、この詳細に関して
は施設ごとの新⼈教育プログラムを終了すれば実地研修を修了と
するということでいいのですか？統⼀されたプログラムなどはな
いのでしょうか？

実地研修は各施設におけるOJTを導⼊、促進する意図にて、各施設に応じ
て状況や⽅針等が多様な状況において、本会で統⼀されたプログラムは
設けていません。本会発⾏の新⼈理学療法⼠職員研修ガイドラインを必
要に応じて参考にしていただき、お進めください。

14 実地研修の申請⽅法等は⾃⼰申告になってくるのでしょうか？
実地研修の実施区分は⾃⼰申請ではなく、施設の登録理学療法⼠在籍有
無によって、本会で⾃動的に指定します。

15
前期研修などにおいて、A-C領域は対⾯とオンラインのハイブリッ
ドでもいいのでしょうか？

⼠会主催においては、対⾯とオンライン形式のハイブリッドでも構いま
せん。

16
前期や後期研修のeラーニング研修は2022年4⽉から開始される予
定でしょうか？

新⽣涯学習制度は2022年4⽉19⽇から開始ですが、eラーニングの申込開
始⽇時は決定次第、公表します。

17
後期研修が⼀律300円かかるかと思いますが、認定理学療法⼠のポ
イントを取得するためには費⽤がかからない研修でも可能となっ
ていると思います。なぜ後期研修のみ300円かかるのでしょうか？

新⽣涯学習制度の認定理学療法⼠取得においては、基本的には有料の研
修を受講することになります。

18
後期研修の症例検討会では、県⼠学会などで既公表の内容でも認
められますでしょうか。それとも、未発表の内容に限られますで
しょうか。

制限はありません。

19

新⽣涯学習制度では後期研修で症例発表が努⼒義務となっており
ます。これまで当⼠会では1年⽬で新⼈発表会として症例発表を⾏
なってきましたが、新制度に合わせて後期研修で発表するように
変更した⽅が良いのでしょうか？

⽣涯学習制度（前期研修や後期研修の履修）とは別に、貴会の新⼈教育
に関する取組として、新⼈発表会としての１年⽬での症例発表を継続し
ていただくことは何ら問題はありません。無理に後期研修の症例検討会
に切り替えていただく必要はありません。その上で、後期研修の⼠会主
催症例検討会の開催計画は別途ご検討ください。

20
近年院内研修等は業務時間内に実施することが奨励されていま
す。⼠会承認症例検討会を開催するにあたり、他施設からの参加
を考慮した時間帯で開催した⽅が良いでしょうか？

開催要件において、他施設からの参加を受け⼊れるか否かや開催時間に
ついて規定はありませんので、施設の事情や意向に応じてご計画くださ
い。

21
⼠会承認症例検討会の「症例検討会など」のなどは症例検討会以
外に何が該当するのですか？

症例検討会のみが該当します。

22
⼠会承認症例検討会に関しては毎回その都度⼠会へ開催申請をす
ることになるのでしょうか？

開催ごとに⼠会へ申請が必要です。

⼠会承認症例検討会については、下記マニュアルをご確認ください。参
加⼈数や参加対象に具体的な制限はありませんが、下記に⽰した内容と
は別に、承認者である⼠会が独⾃に追加要件を設ける場合がありますの
で、その点はご留意ください。
https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/ed9e73c585bfb5a0f4ddb98e59b9bca0_1.pdf

24

学術⼤会（例えば愛知県理学療法学術⼤会など）で症例検討セッ
ションを30分以上⾏った場合，登録理学療法⼠の症例検討会とし
て申請できますか？もし出来るとすると，研究発表のセッション
の申請も可能でしょうか？

⼠会主催の症例検討会については、マニュアルを⼠会に個別に配布して
いますので、その内容に則り、ご計画ください。

開催要件として制限はしていませんが、下記に⽰した内容とは別に、承
認者である⼠会が独⾃に追加要件を設ける場合がありますので、その点
はご留意ください。
https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/ed9e73c585bfb5a0f4ddb98e59b9bca0_1.pdf

26
⼠会承認の症例検討会の出席確認は申請した登録理学療法⼠に委
ねられるのでしょうか？

座⻑である登録理学療法⼠に委ねられます。

症例検討会を開催するにあたり参加⼈数と対象（⾮協会員）など
は具体的な制限はありますか？

23

25
施設内症例検討とありますが、関連施設やいくつかの病院での症
例検討会も承認されますか？
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No 質問 回答

27
登録理学療法⼠の前期研修・後期研修のeラーニングは既に登録理
学療法⼠を取得しているPTでも閲覧可能なのでしょうか？

登録理学療法⼠であっても前期研修（要申込／無料）、後期研修（要申
込／有料）の視聴は可能です。

28
会員所属施設主催の研修について、⼠会が承認の可否を判定する
には、カリキュラムコードだけでなく、内容も確認しないと難し
いので、内容提出も要件に⼊りますでしょうか

⼠会の承認基準や⽅針、追加要件の有無等は各⼠会に委ねています。申
請内容とは別に、⼠会が研修内容に関する資料提出を追加要件として場
合は、その案内に応じてご対応いただく必要があります。

29
登録理学療法⼠更新要件の「会員所属施設主催の研修会」です
が、院内の他部署が開催する研修会を、登録理学療法⼠が⼠会に
申請することで更新要件の研修会となりますか？

他部署の研修会でも可能ですが、前提として申請する登録理学療法⼠が
開催内容や受講者の管理、履修登録など責任をもって⾏えることを前提
としています。

30
私は2022年度から研修を受けずに登録理学療法⼠に移⾏できる状
態なのですが、前期・後期研修を受講することは可能でしょう
か？

eラーニングにおいては、登録理学療法⼠であっても前期研修（要申込／
無料）、後期研修（要申込／有料）の受講は可能です。⼠会主催の研修
会で受講する場合は、主催⼠会によって参加者を制限している場合もあ
りますので、その都度、お問い合わせください。

31
他の職種で更新制度廃⽌論について新聞等で⽬にしますが、登録
理学療法⼠更新制度が導⼊されることで退会や離職の⽅がでると
予想されますか？

本制度は理学療法⼠免許の更新制度ではなく、あくまでも本会の⽣涯学
習制度下における認証の更新となります。

32
カリキュラムコードでのポイント付与について質問です。1度ポイ
ント付与したら5年毎に登録理学療法⼠更新毎にリセットされると
いうことでよろしいでしょうか？

１回⽬の更新に使⽤したカリキュラムコードは、２度⽬の更新の際に使
⽤可能です。ただし、１回⽬の更新期間に取得したポイントを２回⽬の
更新には使⽤できません。

33
カリキュラムコードの更新ポイントについて。
違うカリキュラムコードのものを受講しないとポイントは加算さ
れないということでよろしいのでしょうか。

同⼀カリキュラムコードの加算や上書き（⾼いポイント数への置き換
え）はできません。

34
カリキュラムコードを管理していく⽅法をどのように単位管理を
していく予定でしょうか？⾃⾝で管理する⽅法も含めて考えを聞
かせて下さい。

マイページ内で履修状況を確認できますので、どのカリキュラムコード
で何ポイント取得しているかご⾃⾝でご確認いただけます。

35
同じ研修カリキュラムコードでのポイントはポイントが多い⽅が
優先されますか？

同⼀カリキュラムコードの加算や上書き（⾼いポイント数への置き換
え）はできません。

36
「E 領域別研修」を登録理学療法⼠が申請、開催するにあたり、
発表者や聴講者の様に履修付与のような実績は残るのでしょうか
(登録理学療法⼠の更新要件で使⽤できる等)。

後期研修E領域別研修（事例）における症例検討会については、登録理学
療法⼠の更新要件の（認定・専⾨理学療法⼠更新を含む）対象外です。
聴講の対象者は、後期研修履修者および前期研修の実地研修D-2履修者で
す。発表の対象者は、後期研修履修者です。
上記対象者以外も主催者が制限をしていなければ、聴講や発表は可能で
すが、ポイントは取得できません。

登録理学療法⼠更新ポイント取得⽅法の１つに「研修会・講演会・ワー
クショップ等の受講」があります。⼠会が承認した会員所属施設の主催
の場合は、下記に開催要件を含めたマニュアルを⽰しており、要件を満
たした上で、⼠会の承認を得られれば対象になります。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/2eab744d4b78cac4bfb0a1371cd5f7b1_1.pdf

⼠会が承認した会員所属施設の主催の研修会等については、別途マニュ
アルを作成していますので、ご確認ください。本会として開催形式の制
限は設けておりませんが、承認者である⼠会が独⾃に追加要件を設ける
場合がありますので、その点はご留意いただいた上で、最終的には承認
者である⼠会が認めればポイントの対象になります。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/2eab744d4b78cac4bfb0a1371cd5f7b1_1.pdf

37 登録理学療法⼠の更新において症例検討会は含まれますか？

38

登録理学療法⼠が講師で、施設内でのeラーニング教材などを使っ
て、アーカイブ配信で勉強会を⾏っていますが、受講確認ができ
れば、ポイントとして認められるのでしょうか？様々なライフス
タイルに適応する⽣涯学習システム構築を⽬指してほしいです。
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No 質問 回答

39
登録理学療法⼠なるための履修ポイントの移⾏に関してなのです
が、ポイントが条件を満たしていれば⾃動更新で登録理学療法⼠
を取得という形になるのですか？

移⾏については、⼊会年度および⽣涯履歴の情報に基づき、本会で移⾏
⼿続きを⾏いますので、ご⾃⾝での申請⼿続き等は不要です。

40
1時間で1ポイントとのことでしたが、途中退出した場合はどうな
るのでしょうか？

主催者によって研修会の⼊退室の管理⽅法は運⽤⽅針が異なります。途
中退室の扱いを含め、主催が定めるポイント付与条件を満たした場合に
受講と認められます。

41

2022年3⽉31⽇までに⼀定のポイントを習得していると登録理学
療法⼠になることが可能と記載されています。ポイントがマイ
ページに反映されるまでに時間を要しますが、マイページ上に反
映されていなくても3⽉31⽇までに⼀定のポイントを習得すると登
録理学療法⼠とみなされるのでしょうか？

⽣涯学習ポイント取得対象かつ2022年3⽉末までの活動でしたら、3⽉末
時点でマイページへ反映されていなくとも、登録理学療法⼠移⾏へのポ
イントとして加味されます。
なお、履修ポイント基準表に⽰しておりますとおり、活動の種類によっ
て、マイページに⾃動で登録される活動と、ご⾃⾝で申請が必要な活動
がありますので、その点にはご留意いただき、ご取得をお進めくださ
い。

42
登録理学療法⼠が開催者として研修会を開催した場合、参加者に
ポイントは付与されるが、開催した登録理学療法⼠にはポイント
は付与されるのか？

開催（申請）者としてポイントは付与されませんが、実際に研修会に参
加されるようでしたら、参加者に含めていただいて構いません。

43
登録理学療法⼠のポイントについて、⽇本理学療法⼠協会雑誌と
は、どのような雑誌ですか？また問題の解答⽅法はどのようにす
るのですか？

⽇本理学療法⼠学会の法⼈化に伴い、「理学療法学」は発⾏元が⼀般社
団法⼈⽇本理学療法学会連合へ移⾏します。これにより、2022年度中に
新たに発⾏を予定している本会発⾏の雑誌が「⽇本理学療法⼠協会雑
誌」です。誌⾯にQRコードが掲載されますので、指定アプリでQRコード
を読み取り、マイページ内からWEB回答する⽅法を検討しています。

44

登録理学療法⼠の更新要件として、例えば「⼠会承認した会員所
属施設主催のもの」を1時間、毎⽉1回、⾃施設内の登録理学療法
⼠が交代で申請し、開催した場合、全てに参加したら年間で12ポ
イントつくということで良かったでしょうか？

学習時間１時間につき１ポイントとなりますので、12時間分開催されま
したら12ポイントです。ただし、同⼀カリキュラムコードによるポイン
トの加算、⾼いポイントへの上書きはありませんので、その点はご注意
ください。

45
登録理学療法⼠の更新⽤件について、学会参加の点数基準など、
認定・専⾨理学療法⼠の点数基準と同様のものはありますか？

登録理学療法⼠の更新ポイントについて、点数基準表はありません。各
要件において１ポイントの基準が個々に⽰されています。

登録理学療法⼠への移⾏において、220ポイント以上が必要な⽅は、
2013-2017年度⼊会者です。
⼊会⼊会年度および⽣涯学習履歴によって、スタート位置が異なります
ので、下記HPの「新⽣涯学習制度への移⾏」欄にて、ご⾃⾝の⼊会年度
の資料をご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/

47

更新に係るポイント管理について
現在は申請に使ったかどうかのポイントは⾃⼰管理(⾃分で覚えて
いないといけない)ですが、新制度ではマイページで更新申請に使
⽤したかどうかを管理できたりしますか？

登録理学療法⼠更新においては、ポイント数が規定ポイント数に達し、
更新時研修の受講が完了すると⾃動的に更新完了となりますので、更新
のために申請を⾏うという作業はなく、履修履歴の中から⾃⾝で更新に
使⽤するポイントを選択する仕組みではありません。登録理学療法⼠更
新における履修状況確認画⾯において、どのカリキュラムコードで何ポ
イント取得しているか等が確認できます。
なお、認定・専⾨理学療法⼠取得者において、登録理学療法⼠更新・認
定専⾨理学療法⼠更新いずれにも該当する活動に参加する場合、申込時
に参加によって得られるポイント（点数）を、どちらの更新に使⽤する
のか選択するシステムです。

48

登録理学療法⼠の更新に必要な50ポイントと認定理学療法⼠の更
新に必要な100ポイントは重複は可能なのでしょうか？
例えば、同⽇の県学会への参加ポイントなど同様に2分野や3分野
取得している認定理学療法⼠の更新にポイント重複は可能なので
しょうか？

重複した使⽤はできません。

46
登録理学療法⼠になるためには⽣涯学習ポイントが２２０ポイン
ト以上と理解していますが、経験年数が１０年⽬以上でもポイン
トが取得出来ていないとなれなかったですか？
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No 質問 回答

49
⾃施設での実地研修や事例検討、研修会などで座⻑や講師をした
登録理学療法⼠には更新に必要なポイントが付与されますか？

更新ポイントの要件には含まれませんので対象外です。

登録理学療法⼠のマイページ内から申請が可能です。下記マニュアルを
ご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/ed9e73c585bfb5a0f4ddb98e59b9bca0_1.pdf

講師について、登録理学療法⼠取得者のみという制限は設けていませ
ん。前期研修や後期研修履修者、他職種でも可能です。下記マニュアル
の４ページをご確認ください。
https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/2eab744d4b78cac4bfb0a1371cd5f7b1_1.pdf

下記マニュアルの４ページをご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/2eab744d4b78cac4bfb0a1371cd5f7b1_1.pdf

53
推進リーダーについては現在新⼈でも取得できたかと思います
が、今取得されている⽅は新制度においても、そのまま取得でき
ているという考え⽅で良いですか？

現⽣涯学習制度中に推進リーダーを取得済の場合、新⽣涯学習制度にて
登録理学療法⼠未取得の場合でも、継続して推進リーダー取得とみなさ
れます。登録理学療法⼠未取得の場合は登録理学療法⼠の取得をお願い
します。

下記マニュアルの４ページをご確認ください。

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/ed9e73c585bfb5a0f4ddb98e59b9bca0_1.pdf

52
登録理学療法⼠が開催する⾃施設での研修会は、時間や内容など
の規定はありますか？感染対策でのオンラインでの研修形態も可
能でしょうか？

54
症例検討会は相互のやり取りができる状態でオンライン開催では
認められませんか？

50
症例検討会は、座⻑が⼠会に申請するとなっておりますが、提出
のフォームや⼿続き流れの資料などはあるのでしょうか？

51
⼠会承認の研修会は前期研修履修中の会員が講師をしても良いで
すか。
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●認定・専⾨理学療法⼠に関して
No 質問 回答

1
認定理学療法⼠の申請、更新において現⾏の10症例の提出は無く
なったということで宜しいでしょうか？

はい、新制度においては、症例報告の提出はありません。

2

認定理学療法⼠の領域は21領域で現在と同じという認識がござい
ます。以前、新規分野としてパーキンソンやリウマチ、国際保
健、障がい者スポーツ等かなりの数が増加すると資料を拝⾒した
ことがあります。新⽣涯学習制度でも21領域ということでよろし
いでしょうか。

新制度の開始時点では、21分野としております。
今後、分野の統廃合・新設については、検討して進めていく予定です。

3
認定理学療法⼠の更新における必要点数ですが、同じ項⽬のみで
の取得は可能ですか？

更新における要件の100点に関して、決められた内訳はございません。
例えば、「都道府県⼠会、ブロック、⽇本理学療法学会連合の法⼈会員
もしくは学術団体会員主催の学術⼤会での⼀般発表（指定演題を含む）
の筆頭演者：20点」を5回おこなって、100点を取得することでも可能で
す。

4

専⾨理学療法⼠取得のための査読付き学術論⽂とは、現⾏の制度
と同様のもの（例えば、理学療法学やPTR、SCI、SSCI登録雑誌掲
載のものなど）になりますでしょうか。それともなんの論⽂でも
⼤丈夫なのでしょうか。最後のスライドでは協会で指定した雑誌
とありますがそちらが上記のようなものになるのか。

査読付き学術論⽂に関しては、協会が指定した英⽂雑誌A、協会が指定し
た英⽂雑誌B、協会が指定した和⽂雑誌のいずれかに該当するものとなり
ます。
それぞれ、どの雑誌が該当するかについては、現在、検討中となりま
す。

5
更新要件の学会発表に関しては取得領域に準じた内容の発表のみ
になりますでしょうか？

更新要件の学術⼤会の発表に関しては、取得分野に準じた内容でなくて
も構いません。また、発表以外でも100点の取得においても、取得分野に
準じる必要はございません。

6
⽇本理学療法学術研修⼤会の参加とは、発表が必要ですか、それ
とも受講のみでよろしいでしょうか。

認定理学療法⼠の新規の取得要件となる「⽇本理学療法学術研修⼤会の
参加」は、発表は不要です。

7

認定理学療法⼠更新要件２に関してですが、発表の場はあくまで
ブロックや都道府県の学会のみが対象であり、法⼈理学療法学
会・理学療法研究会におけるものは対象外との認識でよろしいの
でしょうか。
またそのような対象にした意図は何かありますでしょうか。

法⼈理学療法学会・理学療法研究会における発表は対象外となります。
⼠会学会やブロック学会に限っている理由といたしまして、⽐較的若い
会員も多く参加する⼠会学会やブロック学会という場で、認定・専⾨理
学療法⼠取得者の知⾒・発表内容をお伝えいただくことで、若い会員や
地域に還元いただきたいとの趣旨となります。

8
臨床認定カリキュラム・選択のシラバス作成は何故協会ではなく
教育機関なのかお聞きしたいです。各都道府県で内容にバラツキ
が起きないでしょうか。

臨床認定カリキュラムの必須科⽬については、履修内容を⽰したシラバ
スを本会から提⽰し、その上で、各教育機関の特⾊を活かした講義がで
きるよう、具体的な講義資料は本会で作成いたしません。
なお、選択科⽬については、認定試験の対象範囲外であり、必須科⽬よ
りも特⾊を活かした講義ができるよう、シラバスを提⽰いたしません。

9
認定理学療法⼠取得に必要なカリキュラムを実施する教育機関に
なるメリットについて

⼀例として認定された施設によっては以下のような点が挙げられると存
じます。
○各分野の⾼い専⾨性を要する認定理学療法⼠を育成するための施設と
して認定されている施設ということを、外部に発信いただけること。
○⽇本理学療法⼠協会のHPで教育機関として公開し、教育機関認定証を
協会より発⾏されること。
○開講によって得られる収益は全額開講する組織の収益になりますの
で、新たな収益源の１つとしてお考えいただけること。
○病院として開講いただいた場合、病院に所属する理学療法⼠は、⾃⾝
の職場にて開講する講義へ参加することで取得要件の１つを満たせるた
め、さらに認定理学療法⼠を取得しやすい環境になること。
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No 質問 回答

10
認定理学療法⼠・専⾨理学療法⼠の取得までにかかる費⽤はどの
くらいかかりそうですか？

認定理学療法⼠の取得：
・指定研修カリキュラム（eラーニング）：12,000円
・臨床認定カリキュラム（教育機関）：教育機関の受講費設定による
・⽇本理学療法学術研修⼤会の参加：⼤会ごとの参加費設定による（参
考：第55回の参加費 4,000円）

専⾨理学療法⼠の取得：
・指定研修カリキュラム（eラーニング）：12,000円
・ブロック主催の学術⼤会の参加：⼤会ごとの参加費設定による
・都道府県⼠会主催の学術⼤会の参加：⼤会ごとの参加費設定による
・⽇本理学療法学会連合の法⼈会員もしくは学術団体会員主催の学術⼤
会での発表：⼤会ごとの参加費設定による

11

複数の認定理学療法⼠の資格を持っている場合、更新⼿続きはど
うなりますでしょうか？また、「総合理学療法⼠」という制度を
聞いたことがありますが、詳細が分かりましたら教えていただけ
ますと幸いです

複数の分野を取得している場合は、分野ごとに更新が必要です。
総合理学療法⼠については、これまでも議論を進めており、魅⼒あるも
のに作りこみたいと考えています。

12

出産や育児で、協会を休会した場合、休会期間は、登録理学療法
⼠・認定理学療法⼠の5年毎の更新期間から除外されますか？（5
年毎の更新が必要だが、休会期間は除外期間として扱ってもらえ
るか）
⼥性会員は、男性と⽐較し、ライフスタイルやライフワークバラ
ンスの変化が⼤きく、影響を受けやすいかと思われます。⼥性の
キャリア形成や専⾨職としての質の向上においては、このあたり
が⾮常に不安な部分と感じています。

休会期間においては、更新期間からの除外はございません。
ただ、病気や出産・育児による休職等、やむを得ない理由が⽣じていた
会員に対して、更新期間の延⻑措置を設けます。ただし、現制度での取
得者においては、新制度初回更新の際に要件および更新年度が緩和され
ておりますので、期限延⻑はできません。新制度2回⽬以降の更新および
新制度での新規取得者の更新期間延⻑⼿続きは、有効期間の最終年度の
指定申請期間に受付を⾏います。

13

登録及び認定理学療法⼠の更新に関してですが、私は2018年度に
受験し2019年に認定理学療法⼠を取得しました
この場合、更新作業が必要になるのは、来年から5年後（2027年）
なのか、2019年から5年後の2024年なのでしょうか？

2019年4⽉1⽇の取得者は、2024年もしくは2025年のいずれかで更新⼿続
きをしていただく必要があります。
2年間の猶予があるのは、現⾏の取得者においては新制度での更新となる
ため、要件に⼀部免除、緩和があるためです。

14
現状、認定理学療法⼠を取得済の会員に関しては、来年度以降に
新制度の認定理学療法⼠を取得する上では『更新』または『新規
取得』どちらになりますでしょうか？

現在、取得されている分野は更新となります。これから新しく取得を予
定している分野は新規取得となります。

15
現在、新プロ終了時に専⾨分野登録を⾏いますが、今後はどのタ
イミングで登録を⾏うのでしょうか？今年度新プロ修了予定の後
輩がどうしたらよいか分からないと困っているようでした。

新制度においては、専⾨分野登録は不要となります。

16
認定理学療法⼠と専⾨理学療法⼠の取得カリキュラム、⽬的等は
異なりますが、更新要件は全く同じ要件と⾒て取れます。異なる
点はございますか。

更新時研修については、分野ごとの内容となります。

17
CBTがどのようなものなのか、もう少し詳しくご説明いただけれ
ば幸いです。

CBTは、Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)
の略称で、現在は、対⾯にてペーパによる試験になりますが、新制度か
らは、各地域に設定された会場でパソコン上での試験実施となります。

18
⼝頭試問の概要について詳細を教えてください。専⾨的な知識の
確認などの事をさすのでしょうか？そうなれば、テキストや資料
などに基づいた試問になるのでしょうか？

⼝頭試問の詳細については現在検討中となります。

19
現在の⽣涯学習システムでは、地域包括ケアリーダー制度や協会
指定管理者の資格取得は、ポイントに認められていますが、新制
度では何かに該当するのでしょうか？

新制度からは、推進リーダーや協会指定管理者については、⽣涯学習ポ
イントには該当いたしません。

20
認定理学療法⼠を取得している場合、登録理学療法⼠のポイント
取得分も必要ですか？

新制度においては、登録理学療法⼠の更新、認定・専⾨理学療法⼠の更
新は別々に必要となります。
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No 質問 回答

21
2022年4⽉以前のポイントは、新制度の認定理学療法⼠更新のポイ
ントには反映できないのでしょうか？

できません。
ただ、現⾏で認定理学療法⼠、専⾨理学療法⼠を取得している⽅は、新
制度での更新となりますので、要件が⼀部免除、緩和となります。
緩和となる「維持・研鑽のための活動における100点の取得」において、
認定年ごとの取得者の平均ポイント数を考慮し、新制度の更新点数に読
み替え、必要点数を決定しています。

22

現在認定理学療法⼠を持っていますが、以前案内があったように
更新ポイントのみの部分で初回は更新可能ですか？
新制度では発表や投稿などの部分も今後必要とありますが案内通
り1回⽬は免除ということで理解してよろしいのでしょうか？

現⾏で認定理学療法⼠、専⾨理学療法⼠を取得している⽅は、新制度での更新
となりますが、ご認識のとおり、新制度初回更新の際のみ要件が⼀部免除、緩
和となります。
免除となるのは、下記の要件です。
「下記のいずれかの活動を１つ⾏うこと
・都道府県理学療法⼠会学術雑誌への投稿（筆頭著者に限る）
・ブロック主催学会での⼀般発表の筆頭演者
・都道府県理学療法⼠学会での⼀般発表の筆頭演者」
緩和となるのは、１つは「維持・研鑽のための活動における100点の取得」で
す。どの程度の緩和になるかは、取得した年度によって異なりますので、協会
ホームページに掲載されている資料をご確認ください。
もう1つは、「更新年度の期間」です。更新年度は、従来は取得後5年⽬の年に
更新⼿続きが必要ですが、新制度で更新となる現⾏の取得者においては、取得
後5年⽬もしくは6年⽬のいずれかで更新をしていただく形となります。
更新時研修は、受講が必要となります。

23

認定療法⼠取得者は、登録理学療法⼠の更新要件を満たせば登録
理学療法⼠になれるという解釈でよろしいですか？１時間１ポイ
ントは少ないよう思いますが、付与ポイントの検討は考えられて
いませんか？

現制度での認定理学療法⼠取得者で2018年度より前の⼊会者は登録理学
療法⼠取得済として新制度が開始します。
新制度においては、登録理学療法⼠の更新、認定・専⾨理学療法⼠の更
新は別々に必要となります。時間換算のポイントにおいては、1時間1ポ
イントの換算となります。

24
更新要件の点数基準で、学⽣の実習指導ではポイントは付与され
なくなったのでしょうか？

学⽣の実習指導のポイントは対象外となります。

25
広報誌等への投稿・執筆でのポイントの取得、内容、量などの規
定はありますか？

登録理学療法⼠の更新における「雑誌投稿でのポイント取得」に関し
て、協会および⼠会が発⾏する広報誌等（学術雑誌を除く）が対象とな
りますが、具体的に対象となる書物や内容や量に関しては、予め協会や
⼠会にて定められます。

26

これまでの⽣涯学習ポイントは全てリセットされると理解してお
ります。2022年度以降のシステムではカリキュラムの履修状況、
点数獲得状況はマイページ内で管理されるのでしょうか。新規申
請、更新時の⼿続きは現状同様に紙⾯で⾏う予定でしょうか。要
件に認められるか否か等の判断、ポイントの使い分けが⾮常に煩
雑と感じています。

新制度の開始後は、認定・専⾨理学療法⼠の新規取得、更新の履修管理
については、マイページ上にて⾏っていただきます。また、新規の申
請、更新の⼿続きにおいてもマイページから申請を⾏っていただきま
す。
申請時に、要件を満たしていない場合は申請ができない仕様となります
ので、要件に認められるか否か等の判断は、申請⼿続き時に分かる形と
なります。

27
⼠会主催の症例検討会（後期研修E）の座⻑をした場合10点の履修
点数でよいでしょうか。

⼠会主催症例検討会（後期研修E）の座⻑をした認定・専⾨理学療法⼠は
更新点数10点の取得となります。

28 ⼠会主催の勉強会の講師でも同様の点数が履修となりますか。
⼠会主催研修会の講師を⾏った認定・専⾨理学療法⼠は更新点数20点の
取得となります。

29
来年度開始の新カリキュラムで、最短で来年度中に認定・専⾨PT
は取得できますか？

2022年度より新制度が開始となり、認定・専⾨理学療法⼠のカリキュラ
ムが開始となるため、2023年度に新規申請と認定試験の実施を⾏い、取
得は2024年4⽉1⽇となります。ただし、登録理学療法⼠を取得済の⽅の
み認定・専⾨理学療法⼠のカリキュラムを受講いただけますため、前
期・後期研修履修中の場合は、まずは登録理学療法⼠を取得する必要が
あります。
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No 質問 回答

30
各都道府県⼠会で⾏われている臨床実習指導者講習会の講師・
ファシリテーターは認定・専⾨理学療法⼠更新の点数には該当す
るのでしょうか。

現在、検討中です。

31
直近の更新要件に学会発表、次々回の更新要件に学会発表に基づ
いて同⼀年度に作成した論⽂投稿で満たすことが可能なのでしょ
うか？

認定・専⾨理学療法⼠の更新は、取得後5年間における活動で要件を満た
すことが必要であることと、投稿した雑誌が協会が指定した雑誌となっ
ていることなどがありますが、発表という⾏為と論⽂投稿という⾏為は
異なりますので、発表と論⽂の内容が同様でもそれぞれの点数として認
められます。

32
認定の施設に⾏くのはコロナ渦であればオンラインでも可能です
か？

臨床認定カリキュラムの教育機関での受講は、各教育機関にて受講形式
を設けております。オンラインで受講可としている教育機関にて受講を
検討いただければと思います。

33

認定理学療法⼠基準カリキュラムにおける教育機関について、認
定条件と審査の⽅法や流れを教えて頂きたいです。
また、教育機関で研修を受けなければ認定の取得、更新はできな
いのでしょうか？

本会ホームページにて、申請要項を掲載しております。
教育機関で実施される臨床認定カリキュラムは、認定理学療法⼠の新規
取得の要件となりますので、新規に取得する場合には該当分野の臨床認
定カリキュラムを⾏っている教育機関での研修受講が必要となります。
更新においては要件となっておりませんので、受講は不要です。

34
2022年４⽉から登録理学療法⼠を取得できていればすぐに認定理
学療法⼠のカリキュラムを受講出来るんですか？

新システムの開始は4⽉19⽇からとなります。
認定理学療法⼠のカリキュラムである指定研修カリキュラムはeラーニン
グとなりますので、5⽉からの開始を予定しております。臨床認定カリ
キュラムは各教育機関にて実施されますので、教育機関ごとに研修の開
催時期は異なります。⽇本理学療法学術研修⼤会については、7⽉9，10
⽇に富⼭県にて開催となります。

35

協会が作成した開講分野と講師の資格（認定理学療法⼠、専⾨理
学療法⼠）取得分野の関連についてのPDFを拝⾒させていただき
ました．
基礎理学療法 専⾨理学療法⼠は，PDFを拝⾒するとどこの認定理
学療法⼠の開講分野にも属しておらず，開講困難となっていま
す．
例えば，基礎理学療法で臨床研究をしていれば，脳卒中や呼吸な
ど基礎と臨床との懸け橋と考えると開講困難の理由が理解しかね
ます．
今後も開講困難のままなのか含めて，回答宜しくお願い致しま
す．

教育機関の開講分野と講師の資格取得分野の関連については、今後の検
討課題とさせていただきます。

36
診療報酬等に反映されるのは良いことだと思いますが、認定・専
⾨どの分野でも良いのでしょうか？関連分野だけだと教育や基礎
などは不⼈気にならないですか？

診療報酬に算定される可能性のある分野においては、認められる分野と
認められない分野などが出てくると思います。
ただ、診療報酬に算定されることだけがすべてではなく、努⼒したもの
が報われる形は様々あるかと思いますので、それらを鑑みた分野の統廃
合や新規設⽴などを検討していく予定です。
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