
 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
■前期研修
【注意】A～Dが全て含まれています。
【注意】前期研修に視聴期限はありません。申込後、翌年度も継続して視聴が可能です。
【注意】A～Cについては、入会初年度に限り、入会年度の9月1日より視聴可能です。
【注意】D（実地研修）については、D-1：イまたはロの修了者、D-２：履修中および修了者のみが視聴できます。
　　　　D-1：イまたはロにて実地研修を自施設内で履修中の場合、修了後に視聴できます。
【注意】後期研修履修中、登録理学療法士取得者、認定・専門理学療法士取得者も申込・視聴はできますが、各履修、ポイント・点数の対象ではありません。

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考

前期研修 100182 無料
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）

■後期研修
【注意】後期研修に視聴期限はありません。申込後、翌年度も継続して視聴が可能です。
【注意】「セット申込」と「個別申込」に分かれています。
【注意】「セット申込」は、後期研修の一部の講義コマ（B、C-5、D、E-4～E-6、F）のみをセットにしたものであり、全てではありません。
【注意】「Ｅ：領域別研修（事例）」＜E-1～E-3＞は症例検討会のためeラーニングコンテンツはありません。
【注意】登録理学療法士取得者、認定・専門理学療法士取得者も申込・視聴はできますが、各履修、ポイント・点数の対象ではありません。
【注意】前期研修履修者は申込・視聴はできません。

■セット申込
　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考

【後期研修】
＜セット申込＞B、C-5、D、E-4～E-6、F

100184 ¥2,000
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
■個別申込

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考
【後期研修】＜個別申込＞A-1 理学療法診断学① 100028 ¥300 ※セット申込には含まれません
【後期研修】＜個別申込＞A-2 理学療法診断学② 100029 ¥300 ※セット申込には含まれません
【後期研修】＜個別申込＞A-3 画像診断学 100031 ¥600 ※セット申込には含まれません
【後期研修】＜個別申込＞B-1 臨床疫学Ⅰ、Ⅱ 100033 ¥600
【後期研修】＜個別申込＞B-2 文献検索演習 100034 ¥600
【後期研修】＜個別申込＞C-1 脳血管障害の理学
療法Ⅰ、Ⅱ

100036 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-1 神経変性疾患の理
学療法Ⅰ、Ⅱ

100039 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-1 脳性麻痺・発達障
害の理学療法Ⅰ、Ⅱ

100041 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-2 外傷性・変形性疾
患の理学療法Ⅰ、Ⅱ

100042 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-2 スポーツ障害の理
学療法Ⅰ、Ⅱ

100043 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-2 脊椎疾患の理学療
法Ⅰ、Ⅱ

100045 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-3 呼吸器疾患の理学
療法Ⅰ、Ⅱ

100046 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-3 循環器疾患の理学
療法Ⅰ、Ⅱ

100047 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-3 代謝系疾患の理学
療法Ⅰ、Ⅱ

100048 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-4 老年期障害の理学
療法

100050 ¥600 ※セット申込には含まれません

【後期研修】＜個別申込＞C-4 生活期の理学療法 100052 ¥300 ※セット申込には含まれません
【後期研修】＜個別申込＞C-4 終末期の理学療法 100053 ¥300 ※セット申込には含まれません
【後期研修】＜個別申込＞C-5 公的保険外活動と
理学療法

100055 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞C-5 国際協力と理学療
法

100056 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞C-5 保健福祉行政と理
学療法

100057 ¥300

2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
【後期研修】＜個別申込＞C-5 精神心理と理学療
法

100058 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞C-5 学校保健等教育領
域と理学療法

100060 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞D-1 栄養学 100097 ¥300
【後期研修】＜個別申込＞D-2 創傷治療学 100099 ¥300
【後期研修】＜個別申込＞D-3 薬理学 100101 ¥300
【後期研修】＜個別申込＞D-4 福祉住環境総論 100103 ¥600
【後期研修】＜個別申込＞E-4 臨床実習指導 100104 ¥600
【後期研修】＜個別申込＞E-5 臨床教育方法論 100107 ¥600
【後期研修】＜個別申込＞E-6 ティーチングと
コーチング

100108 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-1 神経系領域の最近
の知見

100085 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-2 運動器系領域の最
近の知見

100084 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-3 内部障害系の最近
の知見

100083 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-4 基礎・公衆衛生領
域の最近の知見

100081 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-5 その他の関連領域
に関する最近の知見

100079 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-6 トピックス①（公
認心理師の役割）

100078 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-6 トピックス②（管
理栄養士・栄養士の役割）

100077 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-6 トピックス③（社
会福祉士の役割）

100054 ¥300

【後期研修】＜個別申込＞F-7 協会の方針 100051 ¥300
【後期研修】＜個別申込＞F-8 世界の動向 100049 ¥300

2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
■登録理学療法士ポイント／認定・専門理学療法士更新点数対象　コンテンツ

【注意】カリキュラムコードは「登録理学療法士更新ポイント」のみに関係するものであり、「認定・専門理学療法士更新点数」には無関係です。

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考

理学療法士の基礎知識 100106 ¥1,650
【区分：1】
　3：理学療法概論

※取得ポイント・点数：1.5
※2021年度以前に公開した内容と同様

脳卒中・循環器病対策基本法と理学療法 100095 ¥1,100
【区分：1】
　14：医療制度と法律

※取得ポイント・点数：1
※2021年度以前に公開した内容と同様

災害とこころのケア 100102 ¥1,100
【区分：2】
　30：災害医療

※取得ポイント・点数：1
※2021年度以前に公開した内容と同様

理学療法士が身につけるべき医療倫理と医療安全 100098 ¥1,100
【区分：3】
　32：医療倫理：医療倫理と臨床倫理

※取得ポイント・点数：1
※2021年度以前に公開した内容と同様

理学療法標準評価 100094 ¥1,100
【区分：3】
　38：理学療法評価

※取得ポイント・点数：1

医師が理学療法士に求める認知症の理解と対応 100093 ¥1,650
【区分：11】
　133：認知症・MCIの理学療法

※取得ポイント・点数：1.5

精神心理領域理学療法研修会＜2018年度版＞ 100109 ¥6,600
【区分：11】
　135：精神疾患に対する理学療法

※取得ポイント・点数：6
※2021年度以前に公開した内容と同様

理学療法士からみた栄養管理 100025 ¥1,100
【区分：12】
　140：リハビリテーション栄養

※取得ポイント・点数：1

地域保健における理学療法士の役割 100100 ¥550
【区分：13】
　154：地域保健

※取得ポイント・点数：0.5
※2021年度以前に公開した内容と同様

2023年3月26日（日）
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）

【注意】認定・専門理学療法士取得者は、申込時にeラーニングの受講によって「登録理学療法士更新ポイントを取得するか」、「認定・専門理学療法士更新点数を取得するか」履修目的の選択が必要です。
　　　　いかなる理由であっても、申込時に選択した履修要件（＝どちらの更新に使用するかの選択）を申込後や履修後に変更することはできません。
　　　　ご自身の履修状況、更新ポイント・点数の取得計画などを十分にご確認・ご検討の上、お申込みください。
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
■その他
【注意】前期研修および後期研修の履修、登録理学療法士更新ポイント、認定・専門理学療法士更新点数の対象ではありません。
【注意】「地域ケア会議推進リーダー」及び「介護予防推進リーダー」は、登録理学療法士取得者に限り申込・視聴できます。
【注意】「フレイル予防人材育成研修プログラム」は、「地域ケア会議推進リーダー」及び「介護予防推進リーダー」を両方取得した場合に限り申込・視聴できます。

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考

協会指定管理者（上級）研修 100089 ¥7,150 ※2021年度以前に公開した内容と同様

地域ケア会議推進リーダー 100091 ¥1,100 ※2021年度以前に公開した内容と同様
介護予防推進リーダー 100092 ¥4,950 ※2021年度以前に公開した内容と同様
フレイル予防人材育成研修プログラム 100026 ¥6,600 ※2021年度以前に公開した内容と同様

■指定研修カリキュラム
【注意】認定理学療法士または専門理学療法士の申請要件に該当するコンテンツです。
【注意】前期研修および後期研修の履修、登録理学療法士更新ポイント、認定・専門理学療法士更新点数の対象ではありません。

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考

指定研修カリキュラム 100044 ¥13,200
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）

2023年3月26日（日）

2023年3月26日（日）
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
■認定・専門理学療法士更新者対象　更新時研修
【注意】認定・専門理学療法士の更新要件に該当するコンテンツです。
【注意】更新対象年度の取得者のみが取得分野のコンテンツに限り申込・視聴できます（未取得者や更新対象年度以外の取得者は対象外）。

　コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費 カリキュラムコード 申込期間 視聴期限 備考
【専門理学療法士更新時研修】基礎理学療法 100023 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】神経理学療法 100027 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】小児理学療法 100030 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】運動器理学療法 100035 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】スポーツ理学療法 100037 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】心血管理学療法 100038 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】呼吸理学療法 100040 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】糖尿病理学療法 100090 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】地域理学療法 100105 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】予防理学療法 100114 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】支援工学理学療法 100121 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】物理療法 100122 ¥5,500
【専門理学療法士更新時研修】理学療法教育 100124 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】脳卒中 100126 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】神経筋障害 100127 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】脊髄障害 100128 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】発達障害 100123 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】運動器 100125 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】切断 100129 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】スポーツ理学療法 100130 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】徒手理学療法 100131 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】循環 100132 ¥5,500

※更新対象年度の当該分野取得者（2017
年4月1日取得）のみ申込可

2023年3月26日（日）
2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）
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 2022年度eラーニングコンテンツ一覧（2022年5月13日時点）
【認定理学療法士更新時研修】呼吸 100133 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】代謝 100134 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】地域理学療法 100135 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】健康増進・参加 100137 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】介護予防 100138 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】補装具 100110 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】物理療法 100111 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】褥瘡・創傷ケア 100113 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】疼痛管理 100115 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】臨床教育 100117 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】管理・運営 100118 ¥5,500
【認定理学療法士更新時研修】学校教育 100120 ¥5,500

2022年5月9日（月）～
2023年3月12日（日）

2023年3月26日（日）
※更新対象年度の当該分野取得者（2017
年4月1日取得）のみ申込可

7/7


	Sheet1

