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理学療法士
ガイド 理学療法士を知る。



理学療法士はみなさまの幸せなくらし、
笑顔を創造するために活動しています。

笑顔を
あきらめない。



理学療法は運動療法や徒手的療法、物理療法を用いて、

失われた身体の機能を回復させる治療方法です。

理学療法士は、病気やケガの回復を促し、

社会や日常生活に戻るまでの役割を担います。

さらに、生き甲斐やその人らしさをサポートする

自立支援、生活支援、健康増進、介護予防などの分野や、

教育や研究などさまざまな場面でも活躍しています。

理学療法士とは
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理学療法士は、関節可動域検査、
徒手筋力検査、動作分析などを用
いて身体機能や痛みの評価と分析
を行います。

予防や治療の目的で、腰痛体操、
転倒予防など、筋力と柔軟性、バ
ランス能力の改善を目的に運動
療法を行います。

地域やご自宅にて、生き甲斐のある
生活が送れるように、住宅改修や福
祉機器（用具）の効果的な使い方を
わかりやすくアドバイスし、社会への
参加をサポートします。

「歩く」「立つ」「起き上がり」など
の日常生活に不可欠な基本動
作能力の獲得を目指します。

評価と分析から問題点を抽出し、
最適な治療と予防のための
プログラムを提供します。

個々の身体機能や痛みの
評価・分析を行います。

基本動作能力の改善を行います。 運動療法により、正しい動きの学習と
指導を行います。

「鎮痛効果」「麻痺の回復」などを目的に、
マッサージや温熱・寒冷・電気療法など
の物理療法を行います。

痛みや麻痺の回復に
物理療法を行います。

最適な理学療法プログラム
を作成します。

自立した生活のサポートを行います。

発達支援

人生のあらゆる場面をサポート
理学療法士は、「赤ちゃん」から「お年寄り」までの
人生のあらゆる場面でサポートいたします。
みなさまがより良い人生をお送りできるよう、
理学療法士は活動しています。

理学療法士ができること！

赤ちゃん

子ども

就学支援

学　生

スポーツ
健康づくり

社会人

就労支援
生活習慣病
予防

介護予防
自立支援

お年寄り
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赤ちゃん

子ども

就学支援

学　生

スポーツ
健康づくり

社会人

就労支援
生活習慣病
予防

介護予防
自立支援

お年寄り

理学療法士の活動している場所は？
医療サービス 病院／診療所
保健サービス 介護予防／特定保健指導

介護保険サービス 通所リハビリテーション／訪問リハビリテーション/
老人保健施設／住宅改修・福祉用具のアドバイス

行政サービス 市・区役所／保健所／保健センター

福祉サービス 障害者福祉センター／障害児（者）通所・入園施設/
特別支援学級・学校

スポーツサポート 障害者スポーツ／スポーツ外傷予防
研究開発事業 大学院／研究所／理学療法関連企業
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【急性期】
　急性期は、手術直後や発症早期で病状
の不安定な時期です。理学療法士は病状
の安定や疾病の治癒を目的に、病態の急
変などに対するリスク管理を行いなが
ら、理学療法を行います。

　重症の患者さんが24時間体制で治療を
受けている集中治療室などの場面におい
ても、理学療法士は活躍しています。
　急性期における理学療士の関わりは、
その後の順調な回復に繋がります。

【回復期】
　回復期とは、病気やケガの状態が安定
し機能回復や能力改善を目的に理学療法
が積極的に行える時期です。

　理学療法士を含めた医療専門職がチー
ムで集中的なリハビリテーションを行いま
す。理学療法士は、生活復帰や社会復帰を
目的とする理学療法を行います。

【生活期】
　生活期は、ご自宅や施設などで、自己の能
力を活用し、その人らしい生活を実現する
時期です。回復期からの移行において、一
時的に機能が低下することもありますが、獲
得された能力の維持と向上を図り、状態悪
化、再発を防ぐことも重要になります。

　理学療法士は、豊かに生きるための生活、
社会参加を実現するサポートを行います。
住宅改修や福祉機器などの利用の提案など
暮らしやすい生活を調整することも大切な
役割です。また、その方の能力を活かした介
助方法など、ご家族への指導も行います。

＜急性期の理学療法＞
麻痺に対する治療。痛み治療。患部を保護する日常生活の指導。手術後の管理。廃用症候群の防止（筋力低
下の防止、関節が固くなることの防止、呼吸機能の維持等）。ポジショニング（床ずれの防止）。松葉つえ指導。

＜回復期の理学療法＞　
歩行や日常生活に必要な動作の獲得のための治療。手すり等の使用方法の指導。家族指導。

＜生活期の理学療法＞　
回復期で獲得した動作の維持。職業復帰・社会参加、福祉用具選定・住宅改修、家族指導、病態悪化の予防。

時間

身
体
機
能

脳卒中
の発症

急性期 回復期 生活期

機能回復 機能維持・向上
生活の質の維持・向上

病院・診療所
（入院・通院）

診断・治療

通所リハビリテーション施設

病院、診療所、介護老人保健施設

訪問看護ステーション

介護療養型医療施設など

主に介護保険など主に医療保険

例：脳卒中を発症した場合

医療から介護 理学療法士は、脳卒中や様々な疾患の発症早期から、
また、ご⾃宅や生活に戻られたあとの⾃立⽀援、社会復帰といった、
幅広い場面で状態や時期に応じた理学療法を提供しています。
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介護予防という
関わり

障がい児への
関わり

スポーツとの
関わり

 そこに住む人々が、いつまでもいきいきと暮らせるよ
うに、医療や保健、福祉をつないで健康の維持増進を図
ります。さらにコミュニティーの形成にも積極的に関
わり、自立生活に向けた地域づくりを進めていくことも
理学療法士の仕事です。

　生まれもった心身の状態、病気、事故の影響で何らか
の困難や遅れがある場合、そのお子さんの潜在的な能力
を最大限に引き出し、心身機能の改善を図ります。
　また、ご自宅や学校などで行える理学療法や生活方法の
提案、補装具（靴、椅子など）の検討などを行い、お子さんの
健やかな成長を支援しています。

　ケガや障がいを持った方の競技復帰、再発予防、運動 
選手の高いパフォーマンス発揮のため、効率の良い動き、
正しいフォームの指導を行います。また効果的なトレー
ニング方法の指導やスポーツ外傷の予防、アイシング、
テーピングによるコンディショニングなどの指導も
行います。その活動は、全国高校野球大会やプロスポーツ
チームの帯同、また障がいのある方のスポーツ支援と
いったかたちで広がっています。

▲各地で行われる介護予防セ
ミナー。そこでは理学療法士
が効果的な運動法などを紹介
しています。

▲理学療法によりお子さんの能力を引き出します。ご家族を対象に療育の
知識や技術を提供します。

▲正しいトレーニング法など
をアドバイスすることで、ケ
ガの予防にも役立てることが
できます。
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インタビュー  
I n t e r v i e w

▲ ▲ ▲

「わたしにとっての理学療法士」
理学療法士の生の声を聞きました！

気をつけていることは何ですか？

　いかにリハビリテーションに関わる他職
種たちと協力するか、ということに気をつ
けています。
　患者さんを中心にしたチーム医療のなか
で、治療方針を他職種に適切に理解、協力し
ていただくことで、より効果的な理学療法
を提供できるからです。

理学療法士の魅力は何ですか？

　たくさんありすぎるというところが本音
です。一つは学問として捉えても、非常に
興味深いということです。研究できる要素
は非常に多いですし、自分がどの分野の専
門性を高めるか、そしてそれをどのように
役立てるかといったように考えるべきこと
が尽きません。
　そしてもう一つは人間を対象にしている
仕事ということです。一人の人間としての
関わりもありますし、その方の生活や、ご家
族などとの関わりもあります。「人」に長い
時間、向き合える、寄り添える、支えること
ができる仕事だと強く思います。
　その中で少し痛みが取れたと言って、笑
顔が見れたとき。それは今も変わらず、と
ても嬉しい瞬間ですね。

これからの夢、目標を
教えてください！

　まだまだ勉強不足であると、よく思います。
臨床、地域医療、地域リハ、急性期、生活期な
ど、本当に携われる領域が広いです。その
広い領域をカバーしきれていない現実があ
りますので、まずは理学療法本来の広い領
域の高い水準に達したいと思っています。
そうでなくては、これからの時代を担うこ
とができないと思うからです。幅広い知識
を持ったうえで、専門性を磨き、さらには人
間性を磨く必要があると思っています。
　そして同時に、自分の目の前にいる人に、
ベストを尽くす。この姿勢は忘れずにいた
いと思います。そうした目標の根底には、す
べての方々がよりよく生きていくために、ど
うしたら良いかという思いがあるからです。

「人」に向き合う、寄り添う、支える。
それが理学療法士という職業だと思います。

浅野 信一さん
治療はもちろん、セラピストをまとめる管理職としても活躍中。
自らのスキルアップ、そして若い理学療法士への指導に力を注ぐ。

理学療法士としてのやりがいは？

　目の前の患者さんが、できなかったこと
をできるようになった瞬間です。
　患者さんご自身が、自分の変化を心から
喜んでいる姿や、ご家族の喜ぶ姿を見ると、
いつも感動します。そうした瞬間に立ち会
えたときの感動は、「理学療法士」という職
業のとても大きな魅力だと思います。

普段の仕事で心がけていることは
何ですか？

　患者さんの視点を大切にすることです。
私が関わる患者さんは、高齢の方から、若い
学生さん、また病気やケガと症例はさまざ
まです。そのため患者さん一人ひとりに最
適な理学療法を提供するには、患者さんの
視点、ご家族の視点で物事を考える必要が
あると思っています。

高野 彩可さん
理学療法士になって4年目。
若い方から、高齢者までさまざまな患者さんとかかわり、日々勉強中。

できなかったことができるようになったとき。
その瞬間に立ち会えることが大きな魅力。

これからの夢、目標を
教えてください！

　地域や生活に根ざした理学療法士になり
たいと思っています。そのためにも、いま
は、いろいろな疾患・症例、そしていろいろ
な生活スタイルをたくさん学んで、患者さ
ん一人ひとりに、最適な理学療法を提供で
きるようにしたいと思っています。
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チーム医療の中での理学療法士
現在の医療は、多数の職種と常に連携を取り、患者さんが安心できる体制を作っています。
患者さんやご家族が抱える問題を、さまざまな観点で捉え、最適な理学療法、医療を提供します。
特に、リハビリテーション中心の治療方針の場合、理学療法士が中心、調整役となって、治療を進めていきます。

　チーム医療とは、医療環境のモデルのひとつの
形であり、医師が中心となって医療業務を行う従
来の形ではなく、医療従事者がお互い対等に連携
して患者中心の医療を実現しようというもので
す。超高齢社会を迎える日本で地域に暮らす高

齢の方々を支えるためには、その地域にある病院
や施設、また地域で活動するさまざまな医療職種
が連携、協力することが求められます。
　そのため、現代の日本ではチーム医療が推進さ
れています。

チーム医療とは

病気やケガを診察・診断し、病態
に応じた治療方針を立て、治療を
行います。

医　師

食事、排泄、入浴、家事などの日常
動作がうまく行えるように治療・
援助をします。

作業療法士

医療費や、退院後の暮らしについて
など、患者さん・ご家族の不安や悩
みの相談に応じ、適切なアドバイス
を行います。

医療ソーシャルワーカー

様々な専門職と連携を図り
チームの中で理学療法を提供。

理学療法士
医師の処方をもとに、一人ひとり
の体に適した義肢や装具を作成・
提供します。

義肢装具士

栄養バランスを考え、患者さんの
状態に応じた最適な食事を提案
します。

管理栄養士

「聞く」「話す」「読む」「書く」「食べる」
に障がいが起こったとき、機能の回
復や向上、能力の回復や拡大を⽀
援します。

言語聴覚士

要介護者の相談に応じ、介護機関
との調整、介護サービス計画の作
成などを行います。

ケアマネジャー

患者さんの療養中のお世話や
診療の補助を行います。

看護師

9



患者さんの声

地域を⽀える、訪問リハビリテーション

　私はパーキンソン病患者です。発病か
ら14、5年がたちます。
　理学療法士の先生は、いつもわたしの
からだのことを考えて、リハビリをして
くれます。検査の結果、そのときの状況
に応じた適切なリハビリ指導をしてくれ
るので、とても信頼しています。わたし
のために、いっしょうけんめいだと、わた

　訪問リハビリを受けているお陰で、本
当なら手術をしないといけないと言われ
ていた膝のまま、こうして家で生活出来
ております。今では杖無しででも歩く事
が出来るようになり、徐々に安定してお
ります。これからも、訪問でのリハビリ
を受けながら、このまま家で生活が出来
たらと思っております。
　訪問でのリハビリを受けているからこ
そ、リウマチの痛みは強いものの、体の調
子も、気分も良い感じがします。また、リ
ハビリをする事で、痛みが軽く感じる事

　訪問リハビリテーションは、病気やケ
ガが原因で歩くことが困難になり、通院
することが難しくなった方のご自宅に直
接理学療法士などのセラピストが伺い、
提供されるサービスです。
　そこでは日常生活における動作の練習
のほか、住宅改修のご提案を行うなど、よ
り良い生活を送れるよう、さまざまなお
手伝いをします。また、ご家族を対象に
した正しい介助法といったアドバイスを
行い、介護負担軽減にも対応します。

しも自然といっしょうけんめいリハビリ
ができます。
　からだのこと、そして気持ちのことで
も、理学療法士の先生がいると、とても心
強いです。これからもいっしょうけんめ
い、リハビリに取り組んでいきたいと思
います。

も出来ます。歩く量としては、特に変わ
りはないものの、足で踏ん張れる感じが
あり、徐々に安定していると思います。
これからもリハビリを続ける事で、この
まま体を保つ事が出来るように頑張りた
いです。

発病から14年、理学療法とともに。

理学療法士の支えで、今の自分がある。

訪問リハビリテーションでできること

理学療法を活用された方に聞きました。

●ご自宅での運動についての提案・アドバイス

●日常生活動作の練習   
　（歩行・食事動作・トイレ動作・入浴動作など）

●介護・介助方法の検討・アドバイス

●コミュニケーション方法のアドバイス

●家事動作の練習（調理・洗濯・掃除など)

●福祉機器・福祉用具・補装具の提案・適合評価

●住宅改修（手すり・段差解消など）の提案・
　アドバイス

●趣味活動
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理学療法士は、 国家資格 です！

理学療法士になるためには、毎年一度実施される国家試験に合格しなければなりません。
また、理学療法士国家試験の受験資格を得るためには、養成校を卒業する必要があります。

高等学校
卒業

国家
試験合格  理学療法士！

社会人・大卒者

高等学校
卒業程度
合格者

3 〜 4年課程

全国で250校！
詳しくは日本理学療法士協会のHPにて

認定理学療法士

専門理学療法士

日本理学療法士協会ではさらに質の高い理学療法を提供するために、生
涯学習の一環として理学療法士に対して、認定理学療法士、専門理学療
法士へとさらなるキャリアアップができる制度を設けています。自らの
専門性を高め、良質なサービスを提供する臨床能力を習得し、理学療法
の学術的発展のために研究能力を高めていくことを目的としています。

文部科学大臣
指定の学校

厚生労働大臣
指定の理学療法士
養成校

大学

専門学校

短大

理学療法士は、

すべてのひとの

健康と幸福を実現するため

「尊厳ある自立」と、

その「くらし」を守ります。

公益社団法人
日本理学療法士協会

笑顔をあきらめない。

国家資格取得後のキャリアアップ
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公益社団法人

日本理学療法士協会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5

 日本理学療法士協会 検  索


