国際検証特別委員会報告書
理学療法士の法的位置づけに関する
国際比較
【理学療法の定義,医師の指示,理学療法士の教育レベル,
卒後教育・免許更新等】
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はじめに

本稿は,理学療法士及び作業療法士法の施行当時の立法趣旨及び法律が目指した理学療
法士の業務範囲を振り返り,法律施行以降における理学療法士が置かれた現状を疾病構造,
高齢化等の視点から明らかにし,21 世紀の現代に必要とされる理学療法士の業務範囲の明
確化を試みることである．
そのうえで,保健・医療・福祉の幅広い領域で活動している理学療法士の定義,業務範囲
を国民の健康を守るという視点に立って,法改正に向けて提言を行うことである．この目的
を達成するために,諸外国（OECD30 カ国）の現状についても,理学療法の定義,医師との関
係,理学療法士の教育体制等に関するアンケ－ト調査を行った．また,世界理学療法連盟
(WCPT)からの情報も参考にして,グロ－バルな視点から日本の理学療法士の社会に果たす
役割を分析することとした．

Ⅰ．理学療法士法および作業療法士法の立法趣旨

１． 理学療法士及び作業療法士法の前文
理学療法士法及び作業療法士法が施行されたのは,昭和 40 年 (1965)である．法律制定の
経緯については,法律の前文である制定の経緯に述べられている

1)

．その内容は,「身体や

精神に障害のある者をすみやかに社会生活に復帰させるためのリハビリテ－ションの根幹
をなすというべき理学療法,作業療法等の医学的リハビリテ－ションについては,先進諸国
においては,早くからその専門技術者である理学療法士及び作業療法士の制度が設けられ
ていたが,わが国には,これらの者の資格制度がなく,医学的リハビリテ－ションの本格的
な普及発達を図るため,関係諸方面からその制度化が強く要請されていた．」とされている．
当時の日本では,医学的リハビリテ－ションを担う理学療法士,作業療法士の養成が急務で
あったことが窺える．法律制定以前の,昭和 40 年 10 月に厚生事務次官から各都道府県知事
宛て出された「理学療法士及び作業療法士法の施行について」という通知にも,同様の趣旨
が述べられている

2)

．繰り返しになるが,わが国の理学療法士と作業療法士は,医学的リハ

ビリテ－ションの専門技術者として位置づけ,その普及を託された職種ということができ
る．
「理学療法士法及び作業療法士法」は,昭和 40 年 6 月 29 日に法律第 137 号として公布
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され,昭和 40 年 8 月 28 日に施行となった．昭和 38 年 3 月,医療制度調査会が提出した医学
的リハビリテ－ションの専門技術者の資格制度をすみやかに創設すべきという答申

3)

から

はじまり,政府による有識者会議へと発展し,昭和 40 年 5 月 30 日（理学療法士及び作業療
法士法が成立することとなった(第 48 回通常国会）．
法律が施行されてからの理学療法の発展は,社団法人日本理学療法士協会（現在の公益
社団法人

日本理学療法士協会：以下協会と略す）の地道な活動の歩みが大きくかかわっ

ている．理学療法士法及び作業療法士法が公布された翌年の昭和 41 年（1966）には,第一
回の国家試験が実施され,183 名の理学療法士が誕生した．183 名のうち 110 名の理学療法
士が会員となり,昭和 41 年 7 月 17 日に協会（当時は任意団体）が設立された 3)．

２．理学療法士数と勤務状況 4)
協会設立から 46 年を経て,現在の理学療法士数は 77,844 名（平成 24 年 6 月現在）とな
った．この数字の国際的意味は,世界の理学療法士の各国団体会員数の中でトップであると
いうことである．また,昭和 41 年の国家試験実施から平成 24 年までの国家試験合格総数（免
許取得者数）は,100,560 名となり,10 万人を超えた．世界理学療法連盟（World
Confederation for Physical Therapy ：以下 WCPT）に加盟する 106 か国の理学療法士総
数は 35 万人以上（2012 年 11 月現在）であり,日本会員総数は世界の 7～8 分の 1 の理学療
法士を擁している．世界各国とも,医療従事者の数と高齢化という問題はともに比較される
内容である．
G7 の高齢化率と理学療法士数の割合（対人口 1000 人）を図 1 に示す（2009 年）．平成
21 年（2009）の日本の高齢化率は 22.1％であり,現在世界で最も高齢化率が高い国である．
それに伴い,医療従事者の対人口比率が話題となるが,理学療法士の人口比も低く,Ｇ７の
平均値（0.83）をも下回った値であった．理学療法士の養成校は,現在 251 校となり,年間
1 万人近くの理学療法士が誕生するが,現状では先進国の平均以下の割合であった．高齢者
対策を行う医療従事者は,医師,看護師及び理学療法士においても先進国の平均より低い人
員配置である．
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図．１

図．２

G7 における高齢化率と PT 数（日本理学療法士協会算出）

日本における会員の施設別分布（平成 23 年度,日本理学療法士協会算出）
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図 2 は,平成 23 年度(2011 年）の日本理学療法士協会会員総数 66,256 名を対象とした施
設分布の調査結果を示している．会員の 73％は医療施設に勤務しており,病院,診療所の勤
務する理学療法士の割合が高いことを示している．また,会員数の動向については,平成 12
年(2000)から平 24 年(2012)までの 12 年間に 2000 年の所属施設に対して何倍の増加を示す
かについての推移を表 1 に示す．診療所（8.7 倍），介護老人保健施設（5.1 倍），訪問理
学療法（15.3 倍），デイケアサ－ビス（9.1 倍），健康産業（3.2 倍）などの伸びが著し
い．医療提供システムが急性期から回復期,そして維持期へと機能分化していくことに応じ
て,地域医療を担う人材が不足しているとの指摘もある．年間約 1 万人近い理学療法士の誕
生（平成 24 年：9850 名合格／11956 名受験）を逆に捉えるならば,日本は先進諸国の人口
比では平均値を下回るが,地域医療という活躍の場に,人材が移行していける潜在的可能性
があるということができる．

表．１

日本における理学療法会員の所属施設

３．理学療法士の定義とその業務
この法律で｢理学療法士｣ とは,厚生労働大臣の免許を受けて,理学療法士の名称を用い
て,医師の指示の下に,理学療法を行うことを業とする者をいうとされている．理学療法士
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が行う理学療法には,運動療法,物理療法および狭義の日常生活動作活動(基本的動作能力)
という機能障害に対する治療（treatment）の部分が存在し,これは医行為の中の相対的医
行為,すなわち診療の補助行為に該当する（図 3）．日本の理学療法士は,理学療法業務を行
うに当たり医師の指示が必要である．理学療法士の定義に医師の指示を設けたのは,３つの
理由が存在する．

図．３

メディカルスタッフにおける医行為，診療の補助行為と業務

3 つの理由の第一は,理学療法士が行う危険な業務についてメディカル・コントロールの
確保を行うため,運動療法および物理療法と狭義の日常生活活動（基本的動作能力）を行う
には医師の指示が必要であるということである．第二に,医療専門職としての格付けを意味
する．医師の指示の無いものは理学療法とは言わない．第三に,医師の指示の下に,医療施
設内での業務にとどめることによって,医業類似行為であるマッサ－ジ師との業務の競合
を避けるためである．
医師の指示の程度という問題については,医療スタッフである看護師と理学療法士では
内容が異なると言われている．保健師助産師看護師法（以下保助看法）三十七条本文の記
載を例にとると,看護師に対する医師の指示の内容は具体的指示であるが,理学療法士に対
する医師の指示の内容は包括的指示を意図している．この違いは,医療行為の解除の仕方が
基本的に異なっていることがその理由である 5)．看護業務に対して理学療法士の業務(技術
の本質)は,反復継続性を有し,かつそれに伴う自由裁量性を持っている点が大きく異なる
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部分といえる．言葉を換えれば,看護師はゼネラリストであるが,理学療法士は専門医的で
ある．理学療法業務に対し,その都度医師が指示を出すのは,第一に効率的でないというこ
とであり,障害評価および治療という理学療法業務については,法律の制定当初から自由裁
量の幅が広いということを意味している．具体的には医師の指示は処方箋でなく,依頼箋が
妥当である．
医師の指示は依頼箋が妥当であることを裏付ける大切なことがある．それは,理学療法士
養成校で行われている 810 時間の臨床実習の内容を認識する必要がある．理学療法士を目
指す学生は皆,障害を有する受け持ち症例に対して,理学療法を施行する前には必ず障害評
価 を 実 施 す る ． 実 習 で は , 症 例 が 抱 え る 問 題 を 国 際 生 活 機 能 分 類 (International
Classification

of

Disability and Health：以下 ICF）に則って,医学的側面,社会的側

面,心理的側面,経済的側面等の多面的な視点から障害を包括的に捉え,固有の評価体系に
基づいて,問題的及び治療プログラムを立案しているということである．当然であるが,臨
床で働く理学療法士は医師の指示を受けたのち,評価（Evaluation

or

Assesment）を実

施する．理学療法士の視点から問題があれば,その都度主治医に報告ができるように,日々
の業務の中でおこなっている．日本の養成校では一貫して,理学療法士としてのスキルの中
心的評価対象となっている．掻い摘んで言えば,臨床における理学療法士の業務を遂行する
ため,医学的,社会的,心理的,経済的側面などからどのような身体活動を高め,身体応用科
学の側面から社会参加への支援をどのように進めるかについて,理学療法サ－ビスを常に
考える教育を行っている．繰り返しになるが,障害の捉え方の基本となる考え方は平成 13
年（2001）に WHO が改訂した健康人をも含めた障害の包括的な分類である ICF に準拠して
いることである．これらのことが,裁量権の幅が与えられていると解釈できる理学療法業務
の核心部分であり,既に障害を持つ人々だけでなく健康といった概念も念頭に入れた広い
守備範囲で理学療法を展開しているのが日本の理学療法士の業務の現状である．
日本では,理学療法士が直接診療（Direct

Access）することは無いが,WCPT に加盟して

いる欧州の 59％の国は患者が直接理学療法士のクリニック等に行くことが可能であり,公
的保険,民間保険および自由診療での診療活動が盛んである（図８）．医師の処方と保険の
給付という問題について,WCPT が行った WCPT 加盟団体への理学療法サ－ビスの調査を見て
みよう．この調査は,オンライン調査票によって行われた（2010 年 7 月から 2011 年 7 月ま
での 12 か月間：回答率 68%）．調査結果より,ほとんどの民間保険会社は,医師から紹介の
ない理学療法への直接診療に対する給付を行わないと報告している．どの国においても医
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療費財源の効率的運用を行わなければならないが,医師の指示を受けた理学療法のみが,保
険の適用を受けることが多い 6)．

４．日本の理学療法の定義と世界の定義の特徴（表 2,図 4）
理学療法とは,「理学療法士及び作業療法士法」第 2 条に「身体に障害のある者に対し,
主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行なわせ,及び電
気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と日本では定義されて
いる．しかし, 世界保健機関（World Health Organization：以下 WHO）が平成 13 年（2001）
に改定した新しい障害分類の ICF では,健康な人間を含め心身の機能・構造,活動,社会参加
の諸次元および背景因子の諸要素を加え、社会モデルを提示した内容となっており,健康な
人間を含めて考えている．この分類に則って、奈良は『理学療法とは,心身の機能・身体構
造に変調のある者に対し,それらの回復を図るため,主として運動療法,治療体操,徒手的治
療および電気,温熱などの物理的介入を適用して,活動と生活機能の向上と健康増進を促進
し,社会参加を支援することをいう』という私案を提示した 7)．
世界の理学療法の定義はどうであろうか．表 2 に主要 7 か国の理学療法の定義を記載し
た．医療保険の制度類型、高齢化率、医師との関係、教育レベル等について俯瞰してみよ
う．各国の理学療法の定義は医療制度のみならず,経済社会や歴史・文化・生活様式といっ
た背景因子や,高齢化・疾病構造の変化に加え,医療の高度化,医療ニーズの多様化という各
国共通の医療政策上の基本的課題を踏まえ,今後の日本の理学療法の定義を考える上で参
考になる点も多い．各国の医療制度は,その財源により（税,社会保険,民間保険）大きく 3
つのグル－プに分けられる．日本は,ドイツ,フランス,オランダと同様に社会保険方式であ
る．イギリスと北欧（ノルウェ－,スウェ－デン,デンマ－ク）は,税金で賄っている．一方,
アメリカは民間保険が主であるが,公的保険として高齢者はメディ・ケア,貧困者はとメデ
ィ・ケイドとなっている．また,無保険者は,およそ 4000 万人いるといわれている．各国の
医療制度の違いを一つの軸として見た場合,医療制度との関連性は特に明らかではないが,
疾病構造の変化や高齢化率等の要因によって,広義の医療としてのとらえ方である,予防医
学,治療医学,リハビリテ－ション医学に理学療法の技術が展開されている点が大きな特徴
といえる．理学療法の対象は障害を有する者ではなく,すべての人が対象としている国（英
国）や疾病の予防に理学療法を用いている（カナダ,ドイツ,オランダ）．このように各国に
おいても理学療法技術は,それぞれの分野で使われていることを示している．（表 2,図 4）．
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日本の理学療法は欧米諸国から導入する際,知識,技術とともにその意義も検討され,そ
の結果上述のように「理学療法士及び作業療法士法」に理学療法の定義がなされ現在に至
っている．しかし,疾病から発生する障害も多様化し,人々のニーズも多様化してきた．こ
の状況下で世界のいくつかの国の「理学療法の定義」を詳細に見ていきたいと思う．先ず
WCPT においては,国民の健康に応える理学療法士の役割が述べられているのが特徴である．
イギリスにおいて,理学療法とは health care

profession とし,怪我,疾病,発達障害など

の障害を有する者に対し動作,機能を正常に近づけるとしている．動くこと,機能的運動
(functional movement)は健康であるために重要なこととし,それらへの関わりを通して健
康,生活の質（Quality of Life：以下 QOL）の改善へ寄与するものであり,繰り返しともな
るが,対象は全ての人であり,予防にも関与している．ドイツの理学療法は,運動療法と物理
療法を用いて病気の治療,改善と予防を行っており,①予防,②セラピー(治療),③リハビリ
テーションという 3 つの領域を定義している．フランスにおいては,理学療法は運動(動作)
のための治療としている．スイスにおいては病院等での関わり以外に,職場・企業,学校,
スポーツセンターなどで予防と健康増進に対して関わりを持っている．スペインやポルト
ガルにおいても予防と健康増進が定義として述べられている．イタリア,トルコ,スロバキ
アにおいても予防に関わりを持っている．アメリカにおいては,運動,機能,健康に関する障
害,活動制限,参加制約,環境的バリアへの診断,治療,予防としている．また,カナダにおい
ては,健康増進の役割を重要視し,医療機関以外の職場,学校にも所属し健康増進,予防に関
わっている．さらに健康等に関わるコンサルタントなど広い範囲で活躍している．オース
トラリアにおいては,補装具処方,鎮痛,健康増進など幅広く関与している．韓国においては
日本の定義と同様であった．また,カナダ,オーストラリアには理学療法アシスタント
(Physiotherapy Assistant)が存在している．
このようにいくつかの国の「理学療法の定義」を見ると,広がりがある定義をしている．
先ず,健康増進を示し,さらに QOL の改善への寄与にも言及している．ドイツにおける①予
防,②セラピー(治療),③リハビリテーションと 3 つに分けた理学療法領域は定義を検討す
る上で参考になると思われる．現行の日本における「理学療法の定義」は②セラピー(治療)
に重点を置き,若干③リハビリテーションを考慮した内容となっている．つまり①予防の部
分がない．日本以外の国でも,定義として定めていないものの,予防を実施している国もあ
る．今後日本においても「転ばぬ先の杖」ではないが予防は最重要であることは疑う余地
はない．WCPT をはじめ,いくつかの国では現在の日本の「理学療法の定義」より広いと思
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われる定義を有していた．日本においても国民の健康を守る health care profession の 1
つである理学療法として,より良く生きるための健康,環境,それに大きく関与する動くこ
との維持,増進,予防を含めた広がりのあるわが国の「理学療法の定義」が必要ではないだ
表．２

各国における理学療法の定義
英国

カナダ

財源

税方式

制度類型

税方式による国営の国民 イギリスに次ぐ公的制度
保険サービス
（メディケア：国民皆健康
（NHS；全国民対象）
保険制度）

高齢化率％
（2010)

理学療法の
定義

開業権と医
師との関係

教育機関と
教育レベル

日本

フランス

ドイツ

オランダ

社会保険方式
社会保険方式
(国民皆保険)

22.7

社会保険方式
（国民皆保険）

社会保険方式
（事実上の国民皆保
険）

16.8

20.4
定義：
運動療法と物理療法を
用いて、病気の治療の
改善および予防の分野
で用いられる 医療や
言的治療の代替または
有用な補助手段である
①予防：病気の一次予
防、または同様の病気
の再発防止
②治療：急性期症状の
治療サポ－トおよび急
性・慢性疾患の早期お
よび長期的治療
③リハビリテ－ション
開業権：あり
医師との関係：医師の
指示なしで開業するた
めには、国家衛生局に
よる試験に合格しなけ
ればならない
Direct Access：患者は
自由に医療提供者を選
択することができる
現状は、医師の指示を
持って理学療法士の治
療をうける
270校の3年生の理学療
法専門学校がある
(2010)
年間
7000名の理学療法士が
卒業している
理学療法士数は128000
名（2010)

16.6

14.1

定義：
怪我・疾病・発達障害な
どの障害がある者に対
し、動作や機能を正常に
なるべく近づける
対象：全ての人が対象
目的：理学療法の科学基
盤は健康や幸福の促進に
関する広範かつ多様な範
囲をカバーしている
手段：注射が理学療法士
により適応されることも
ある

定義：
政府機関により定められて
いる
目的：最適なモビリティ,身
体活動の促進,健康全般を促
進
• 病気,けが,障害の予防
• 急性および慢性疾患、活
動制限,参加制約をﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
手段：上記の理学療法手段
全て。モビリゼーションや
マニュピュレーションなど
徒手療法テクニックを含む

定義：
身体に障害のある者に対
し、主としてその基本的
動作能力の回復を図るた
め、治療体操その他の運
動を行なわせ、及び電気
刺激、マッサージ、温熱
その他の物理的手段を加
えることをいう
対象：身体に障害のある
もの
目的：基本的動作の獲得
手段：物理療法、運動療
法、ADL

定義：
理学療法は運動(動作)の
ための治療である
対象：神経系障害、筋骨
格系障害、呼吸管理、老
人病、小児科、スポ－ツ
障害、女性の健康である
技術：マッサ－ジ、モビ
ライゼ－ション、スト
レッチング、トレ－ニン
グ、神経筋再教育、バラ
ンストレ－ニング、物理
療法、水治療法、骨盤底
トレ－ニング

開業権：ある
Clinic開業可(Health
Professions Councilへの
登録) 原則自費診療か民
間保険の適用
医師との関係：
医師の処方なしに ①理
学療法サービスの必要性
のアドバイス ②機能診
断を行うことや評価・治
療 ③医師の指示なしに
初期評価等ができる
合計：58コース
Doctoral ：no definite
number
Master：14
Degree：58
College：0
Diploma：0
Other：添付参照

開業権：ある
公的保険適応
民間保険適応
医師との関係：直接診療が
可能である

開業権：ない
医師との関係：
医療保険では、医師の指
示が必要である また、
介護保険では医師の意見
書が必要である

開業権：ある
医療保険と自由診療のど
ちらも選択が可能医療保
険の適応では、症例によ
り理学療法を施行できる
期間が決まっている
医師との関係：
医師の処方なしに患者を
みることはできない

Doctoral ：0
Master：14
Degree：0
College：0
Diploma：0

249校の養成校がある
内訳：１／３大学、１／
３専門学校(3年制)、１／
３専門学校(４年制)
理学療法士数は76000名
(2012)

39校の3年生の専門学校
4校が盲のための専門学
校
理学療法士数は
68923名（2010）

米国
民間保険主体

社会保険方式
社会保険方式
（メディケア）
18歳未満無料
※６５歳以上の高齢者等
18歳以上の全員：保険
が対象
料支払い
※国民皆保険になってい
ない

15.3

13.1

定義：
定義：州によって定義が
政府機関により定めら 異なる
れている
対象：
目的：基本動作、疾病
予防、統合integration
手段：理学療法の方法
は、主に運動療法、
ADL練習による。次
に、.マッサージ、温熱
療法、電気刺激。鍼治
療は含まれていない

開業権：ある
2006年以来、理学療法
に直接アクセス可能
BIG-レジスタに登録
8つの特定の医療専門
職は、BIG-レジスタに
登録（雇用や健康保険
にも関連する）理学療
法士がクリニックを開
業すること、Direct
accessが2006年より可
能となる

開業権：ある
Direct Access（直接診
療）は全米46州とコロン
ビア特別区で許可されて
いる（46/50）

215認定理学療法士
のプログラム中200
（93％）が理学療法博士
（DPT）プログラムであ
り、残り15（7％）が
DTPプログラムへの移行
段階。

WCPT（Direct access and self-referral to physical therapy: findings from a global
survey of WCPT member organizations.2012）調査結果より一部抜粋
http://www.japanpt.or.jp/03_jpta/activity/01_international_verification.htm

図．４

各国における理学療法の目的
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ろうか．隣国の韓国においても日本同様の定義であり,韓国の事情に応じて,連携を持ちつ
つ定義について検討することも必要ではないだろうか．

Ⅱ．現在の理学療法（士）が置かれた現状（理学療法及び理学療法士を取り巻く環境変化）
１．疾病構造の変化と理学療法の対象疾患の変化
日本の疾病構造は,昭和 20 年代以降,結核による死亡が大きく減少し,感染症から生活習
慣病へと大きく変化している（図５）．理学療法士及び作業療法士法が制定された昭和 40
年当時以降,理学療法士の対象疾患及び障害は変化してきている．この対象疾患の変化は診
療報酬上の変化として現れ、平成 18 年（2006）には理学療法業務も細分化し、4 つの疾患
別リハビリテ－ションが登場した。
理学療法士法及び作業療法士法が施行された当時(1965 年),当時の疾病構造は,脳血管
障害による死亡が第一位を占める時代であり,命が助かっても障害を持ちながら,残存能力
を最大限に活用して生活を送る国民を支援する必要があった．医療は,広く予防医学,治療
医学,そして第 3 の医学であるリハビリテ－ション医学に分類される．特に,治療医学は,
対象である疾病を治癒させることが究極の目的であるのに対して,リハビリテ－ション医
学では,対象が障害であり,その障害をできるだけ少なくすることが最大の目的である．そ
して,治療医学の手段が薬物療法や手術療法であるのに対して,リハビリテ－ション医学の
治療手段は,理学療法,作業療法,言語療法に大きく分けられる．脳血管障害をはじめとする
脊髄損傷,切断,脳性麻痺などの障害を負った人々の残存機能を最大限に生かし,QOL を高
めていくことが我々医療職の生涯にわたる国民へのサ－ビスである．1960～1970 年代,第
一位であった脳血管障害は,薬物を中心とした高血圧対策によって減少した．一方,生活習
慣病である心筋梗塞を中心とした心疾患は増加し続け,現在死亡率第２位となっている．加
えて,悪性新生物も増加し続け,昭和 56 年(1981)以降は第１位となっている．理学療法士の
対象疾患は、法律の成立当初から大きく変化して生活習慣病を中心とした疾病とともに共
存していく時代へと変化してきている．それに伴い,生活習慣病の疾病予防に対する運動療
法や障害予防に対する理学療法の効果に期待が寄せられている．
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図．５

日本における死亡率の変化（厚生労働省「人口動態統計」より）

２．理学療法業務の変遷（医療以外の理学療法業務領域）
理学療法士法及び作業療法士法上の定義では,理学療法の対象が｢身体に障害を有する者
を対象｣としているが,法律制定時の昭和 40 年(1965)では脳血管障害に対する医学的リビ
リテ－ションが中心的な課題であった．その後,46 年経過している現在においては,｢障害
を有する者｣のみで無く,｢障害の恐れのある者｣や｢疾病の予防｣の目的についても,理学療
法業務が展開されてきている(図６)．
理学療法業務を考えるとき,2 つのとらえ方が必要である．一つは,法律が予定した,医学
的リハビリテ－ションを普及させるためのリハビリテ－ション医療の一治療手段としての
理学療法である．法が予定した理学療法士の仕事は,リハビリテ－ション医療というチ－ム
医療の普及を託された職種である．すなわち,治療対象は障害であり,他の医療・福祉職種
を含め,リハビリテ－ション専門医を中心とした総合的アプロ－チによって行われるもの
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である．チ－ム医療を推進する理由は,障害そのものが多岐にわたるために,様々な専門家
の視点が必要であるためである．そして,時代の経過とともに義肢装具士,言語聴覚士など
の医療職種をはじめ,介護福祉士,精神保健福祉士などの新たな福祉専門職種の資格制度も
整い,多種多様な障害を持った方々に対し,保健・医療・福祉の領域においてチ－ム医療が
展開されることとなってきている．
一方,理学療法士は欧米諸国で生まれた職種で有り,グロ－バルな視点からみた理学療
法は,ヒポクラテスの時代から疾病の治療として用いられてきた技術である．そして,障害
の治療だけの役割では無く,疾患に対する保存的治療手段として,明確にその存在価値を治
療医学の中に持ち続けてきている．診療の補助行為である運動療法については,疾病に対す
る治療効果のエビデンスが報告されてきている．心疾患患者に対する運動療法は,最大酸素
摂取量の増加や末梢循環や骨格筋機能改善によって運動耐用能が高まる効果が明らかとな
っている．また,糖尿病に対する運動療法の効果は,糖尿病を改善,とくにインスリン抵抗性
を改善する方法として有効である．

図６

日本の理学療法の新たなる展開

医療以外の領域に対する理学療法の応用も,1980 年代の日本で推進されてきた．昭和 57
年（1982）老人保健法の施行(現在の「高齢者の医療の確保に関する法律」)によって,市町
14

村が主体となって予防から治療,リハビリテ－ションまでの総合的な保健医療サ－ビスを
提供することとなったことが挙げられる．このときに創設された保健事業（「老人保健事業
という）では,壮年期（40 歳）からを対象として健康教育,健康診査,機能訓練及び訪問指
導などの体系的な予防サービスが提供されることとなった．特に,老人保健法第 12 条（保
健事情の種類）に記載のある第６項の｢機能訓練｣や訪問指導に理学療法士がかかわること
によって,施設外の,それも地域という病院以外の場で理学療法士が理学療法技術を提供す
るという画期的な出来事となった．当時は,地域の保健センタ－からの依頼で理学療法士が
機能訓練事業に協力を行ってきた経緯がある．機能訓練とは老人保健法に基づく医療以外
の保健事業としての機能訓練であり,医学的リハビリテ－ションが終了した後に行われる
ものであって,必要な日常生活動作練習を行って日常生活の自立を助けるものである．疾病
の早期発見・早期治療,死亡率の低下などを重点にあげた保健事業第１次計画に始まり,健
康寿命の延伸,介護予防を重点目標とした保健事業第４次計画の中で取り組まれていった．
高齢化による介護問題に対して,社会保険方式としてまずはじめに創設したのはドイツ
であった．日本は二番目に介護保険法を創設した国となった．平成 12 年(2000)の介護保険
法の施行,健康日本 21 の策定,在宅福祉事業との連携等に関連して,これまで老人保健事業
に期待される役割は大であったが,医療制度改革関連法の成立（2006 年）によって,実施し
ていた保健所が全国的に廃止となった．改正介護保険法（平成 9 年,法律第 123 号）に関連
した提供形態の変革が行われた．すなわち,｢機能訓練｣として行われていた内容は,この法
律によって介護保険サ－ビスに移行したことになる．
介護保険法は,3 年ごとの見直しを行っている．平成 15 年(2003)年７月に老健局内に設
置された高齢者介護研究会は,高齢者のリハビリテーションに関係する各分野の専門家,当
事者（利用者）,メディアなどから 20 人の委員が参画し,平成 16 年(2004)年１月まで７回
にわたって保健（予防）,医療,介護,福祉用具などの関連分野とリハビリテーション医学,
理学療法,作業療法,言語聴覚療法などのリハビリテーション専門分野にわたるヒアリング
や総合討論を行った,そこで見えてきた課題は,見直しの方向性として,①死亡原因と生活
機能低下の原因疾患とは異なること
の効果が上がっていないこと

②軽度の要介護者が急増していること

③介護予防

④高齢者の状態像に応じた適切なアプロ－チが必要なこと

などの４点が指摘された．これらの指摘によって,2006 年から介護予防システムを導入す
ることによって,新制度としてスタートすることとなったのである．現状では高齢者を対象
とした地域支援事業を中核にする予防事業,要支援 1,2 を対象とした介護予防の領域があ
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る．この介護予防に対して,理学療法士協会が介護予防認定理学療法士研修を過去 5 年間
継続し,約 2,000 名を育成して専門的なアプローチやマネ－ジメントのできる人材養成を
継続的に実施している．
さらに,一方で特定健診,特定保健指導を中核にした生活習慣病予防がある．特に糖尿病
に対する運動療法への参画は重要な課題である．我々理学療法士は,運動療法を診療の補助
行為として行っており,疾病の治療に運動療法の効果が明らかとなり,エビデンスに基づく
理学療法を提供する業務は,われわれの業務独占として考えるべき内容である．この分野は
従来の職域と異なり,理学療法士の業務の位置づけや,報酬設定が不十分であり理学療法士
の活動モデルを提示する必要があると認識している．診療の補助行為である理学療法の運
動療法については,専門教育を受けた理学療法士が業務に携わることが,国民に対する質の
高い医療提供を行うことができると確信している．理学療法士の定義に,疾患の恐れのある
者を予防する(疾病の予防)役割も大いに担っていることを法改正で社会に認識して頂くこ
とも必要であると考えている．
疾病構造の変化は,理学療法の対象疾患の変化をもたらしている．具体的には,医療にお
ける理学療法の対象疾患が診療報酬上大きく変化したことである．これまで,予防や医療・
介護のリハビリテーションは,歴史的にも脳卒中を主要な対象（脳卒中モデル）として形成
されてきた．その理由は,脳卒中が死因の第１位を占め,現在でも,要介護状態となる原因の
第一位の疾患であるためである．平成 18 年 4 月(2006)の診療報酬の改定において,理学療
法,作業療法及び言語聴覚療法は再編され,新たに 4 つの疾患別リハビリテ－ションが登場
した．その内容は,脳血管疾患リハビリテ－ション,運動器リハビリテ－ション,呼吸器リハ
ビリテ－ション,心大血管疾患リハビリテ－ションである．理学療法士の対象疾患は,脳血
管障害及び整形外科疾患を中心に行われた時代から,心疾患に対する理学療法,呼吸器疾患
に対する理学療法,糖尿病に対する理学療法,がんに対する理学療法など,生活習慣病を中
心とした対象疾患に変化してきている．特に包括的心臓リハビリテ－ションでの中心的な
治療効果は運動療法の効果が注目されている．また、糖尿病に対する運動療法についても
同様の効果がエビデンスとして報告されている．このことは,国民ひとりひとりの医療を考
えると,様々な疾患を患うことと同時に,疾患そのものを予防していく手段として運動療法
がこれから大きな役割を果たすと同時に,障害を有した後についても,機能障害を持ちなが
ら住み慣れた空間で生活機能を維持していくための支援があらゆる疾患で必要であること
を意味している．平成 18 年の疾病の予防からリハビリテ－ションを見据えた診療報酬改定
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は,我が国のリハビリテ－ションが急性期,回復期,維持期の３つの区分となり,急性期と回
復期を医療保険で対応し,その後の維持期のリハビリテ－ションを介護保険で対応すると
いう大きな変化点となる改定を意味し,大いなる変革の年となった．
こういった変化は,地域包括ケアの一環を担っているリハビリテ－ションの方向性にも
影響を与えている．介護保険サ－ビスは,予防給付,施設サ－ビス,在宅サ－ビス,通所リハ,
訪問リハ,などのきめの細かいサ－ビスが国民の在宅での生活維持に大きな役割を果たし
ている．すなわち,われわれリハビリテ－ション医療の専門職は,医療サ－ビスと介護保険
サ－ビスの橋渡し役を果たすことにより,利用者の切れ目のないサービスを提供すること
ができることである．
諸外国においてもこの傾向は強く,Anderson

et

al(1981)は,1970 年までは大多数が

治療領域に属していたものが,1980 年以降に,予防・保健及びリハビリテ－ション・ケア領
域に従事する専門職が増加し,治療領域の専門職は減少すると報告している 8)．
また,一方では,健康増進法によって,疾病の予防が大きく取り沙汰されてきた．昭和 63
年（1988 年）には,第二次健康づくり対策（アクティブ 80 ヘルスプラン）の実施により,
生活習慣の改善による疾病予防・健康増進の考え方に発展し,健康増進施設・健康運動指導
士等の人材養成が行われるに至った．また,平成 14 年（2002）健康増進法によって,「健康
日本 21」の実施や「健康増進法」の制定など，国民の疾病予防や健康増進に力を入れよう
としており，また健康増進の柱となる「栄養」と「運動」は，今後国を挙げて取り組むべ
き重要な課題となる．特に「運動」は，保健医療領域の中において唯一理学療法士がその
専門家であり，今後国民からの期待が高まるとともに健康増進活動に従事する理学療法士
も増えるであろう．すなわち,理学療法士は健康増進活動や介護予防を実施するうえでの必
要な職種であり,その役割を十分担っているといえる．

３．世界の直接診療の現状
日本における理学療法士の自律性（開業権）については,さまざまな議論がある 9)10)．直
接診療という言葉は,海外の理学療法士が国あるいは州政府から付与された自由裁量権で
ある．2 つの用語,「Self-referral」と「Direct access」がある．両者の意味は,患者自
身が直接に療法士へサービスを受けに行くことが出来ることであり,療法士に会う前に,他
の専門職に事前に診療や相談をすることを必要としない．これは,電話や IT,対面サービス
などを含むものである．WCPT の定義によれば,両者はほぼ同義語と捉えられており,「患者
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が理学療法サービスを受けるために処方箋を求められることがないこと」と定義されてい
る．
2003 年の WCPT の調査によれば,世界各国の開業権（primary

contact）が可能な国の割

合が公表され,個人クリニックを開業できる国は加盟国 92 か国中 79 か国の 85.9％に及
び,primary

contact が可能な国の割合も 41.3％と増加の傾向を示している 12)．

また,現在の米国における直接診療(Direct Access)の動向については,50 州中 46 州とコ
ロンビア特別区で可能である（図７）．1998 年当時は,約 16 州で直接診療が可能であった
が,2001 年には 33 州へと増加した．直接診療が展開される大きな論理的根拠は,医療費の
高騰を制御する必要性に迫られていることがあげられる．1990 年代の米国州議会の目的の
一つは,急成長している医療制度の改革である．これはコスト抑制を実現しながら,かつ医
療のアクセスを向上させる方法であった．この最も効果的なツールの一つが健康医療専門
家による直接診療のことである．理学療法士は,患者の評価も行ったうえで治療を実施して
いる．直接診療を行うことによって医療費のコスト削減を実現したとの報告が裏付けとな
っている．

図．７

米国における直接診療（Direct Access）の動向
(国際検証特別委員会調査結果より)
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米国を含め世界の理学療法士も,直接診療を獲得している．WCPT の 2011 年オンライン調
査において,WCPT に加盟している団体の中で,初級レベルの教育で理学療法士が直接診療
を受け入れる資格を取得するのは 69％であった．2003 年当時の OECD30 か国では,直接診療
できる国は 59%であった（図８）．
諸外国における理学療法士の社会的地位を特に医師との関係でみてみると,患者が直接
理学療法士に診療を仰ぐ直接診療が約 60%の国で行われている．日本における理学療法士
のそれとは大いに異なるものである．日本の医療職種のうち,開業権のある職種は,医師,
歯科医師,薬剤師,助産師・看護師である．訪問看護ステ－ションでは,看護師が管理者とし
て設立することができる．訪問看護は,訪問看護ステ－ションから,病気や障害をも持った
人が住み慣れた地域や家庭において,その人らしく療養生活を送れるように,看護師が生活
の場へ訪問して,看護ケアを提供し,自立への援助を促して,療養生活を支援するサ－ビス
である．病院から地域で暮らす在宅での療養を支援するサ－ビスは,他国に無いきめの細か
い QOL を向上させ得る医療サ－ビスとして,日本が誇れるシステムである．訪問看護ステ－
ションのサ－ビスの中には,訪問看護７として,理学療法士や作業療法士が関わる訪問リハ
ビリテ－ションがある．平成 18 年(2006)の診療報酬改定では,地域包括ケアの構築に向け
た様々な仕組みが導入されている．

図．８

OECD30 カ国における直接診療できる国（WCPT

2003 デ－タより抜粋して作図）

地域リハビリテーションとは,障害を持つ人々や老人が住み慣れたところで,そこに住む
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人々と共に,一生安全にいきいきとした生活が送れるよう,医療や保健・福祉及び生活に関
わるあらゆる人々がリハビリテーションの立場から行う活動のすべてを言う．その活動は,
障害を持つ人々のニーズに対し先見的で,しかも身近で素早く,包括的継続的そして体系的
に対応するものでなければならない．また活動が実効あるものになるためには,個々の活動
母体を組織化する作業がなければならない．これは厚生労働省が目指す,地域包括ケアの概
念である．その一翼を担う,訪問看護ステ－ションと制度化していないが必要度の高い訪問
リハステ－ションについて,その現状を概観する．
特に,吉原は

13)

,訪問看護ステ－ションと並んで,訪問リハステ－ションが制度化してい

ない状況で,2007 年 7 月における訪問リハビリテ－ションの利用者は 4 万 4000 人に過ぎず,
居宅介護サ－ビス利用者中の 1.7％にあたる現状であることを指摘した．訪問リハビリテ
－ションの低調化については,①訪問リハを実践するスタッフの人材と育成,訪問リハシス
テムの整備

③訪問リハの拠点整備「訪問リハステ－ション」の創設が必要としている（日

本リハビリテ－ション病院・施設協会）そして,介護保険下では,理学療法士等が訪問リハ
ビリテ－ションを行う場合,訪問看護ステ－ションからの派遣でなくては認められてはい
ないこと．訪問看護ステ－ションには看護職員（保健師,看護師,准看護師）が常勤で 2.5
人以上必要とされるが,その中に理学療法士・作業療法士は含まれていないことも問題であ
ると指摘している．現在訪問リハサービスの利用率が低いのは, 利用する側の問題という
よりもむしろサービスを提供する側の問題とシステム整備不足が存在する．

Ⅲ．理学療法士の教育体制

１．

日本の理学療法士教育

理学療法士が直接診療を実施できる裏付けとして,最も大きな要因は教育制度の保証で
あるとの報告がある．この視点から,日本の理学療法士の養成の現状について眺めてみよう．
教育 理学療法士の養成校は 2000 年の 132 校（入学定員 4230 人）から 2012 年には 251
校（入学定員 13265 人）に増加している（図９）．年間 13,000 人もの理学療法士養成校の
定員を要するに至り,受給バランスの保持が困難であることは明白である．したがって,さ
らなる職域の拡大が急務であり,現在既に深刻である給与等,雇用待遇の低下を抑えるため,
新旧有資格者の専門性及び質の向上が重要な課題とされる．
養成校の内訳は,251 校中 4 年制大学が 90 校,短期大学が 5 校,専門学校が 156 校である．
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専門学校 156 校のうち 4 年制の専門学校は 76 校あり,80 校は 3 年生の専門学校である．し
たがって,大学および 4 年制の専門学校の数は,養成校全体の６６％を占めている（66％：
大学 90 校,４年制専門学校数 76 校（計 166 校）／総数 251 校,

日本理学療法士協会

平

成 24 年 7 月 20 日現在）．したがって,4 年間の教育を行っている養成校の割合は,看護師の
養成校との比較において、高い比率となっている(27%：看護系大学 200 校/総数 739 校,

日

本看護協会 平成 23 年)．

図．９

日本における養成校の現状

【日本理学療法士協会】協会について>資料・統計より一部抜粋
http://www.japanpt.or.jp/03_jpta/about_jpta/05_index.html

２．アメリカの理学療法教育と OECD30 か国の教育
日本の理学療法士との業務の違いはあるが,ユニバーサルな教育体制が確立しているア
メリカの理学療法士教育制度を紹介する．アメリカの理学療法士教育レベルの高さを日本
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との比較で,述べていく．アメリカの理学療法士養成校は,2012 年の時点で,修士課程を持
つ養成校が 2 校,理学療法博士（Doctor of Physical Therapy: DPT）課程が 226 校となっ
ており,学士課程が存在しない．すなわち,理学療法士養成校入学前に,学士号を取得してい
る必要がある．大学レベルでの物理,化学,生物学などの基礎科学,心理学,社会学,統計学,
解剖学等の履修が殆どのプログラムで要求されているので,理学療法士養成校の学生は理
学療法に特化した専門的な学習を集中して進めることが出来る．この背景には,アメリカ理
学療法士協会が,卒後,即戦力となる博士レベルの DPT 養成を強く推奨していることがある．
カリキュラム内容は各養成校によって様々ではあるが,殆どの養成校が,教育認定機関で
ある Commission on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE)

の認定を

受けているので,一定の統一性が確保されている．教室での講義や実習に加え,１年次から
臨床実習が取り入れられ,2 年から 3 年半の養成課程が終わるまでに,臨床で即戦力となる
ための体系的な教育が実施される．はじめは,週１回の臨床見学実習等から開始し,最終学
期は 3 ヶ月程度の長期間の臨床実習を複数回行うなど,段階的に臨床経験を積んでいくた
め,学生にとっては効率的かつ実用的に臨床経験を積むことが出来るシステムといえる．ま
た実習指導者は指導方法の十分な講習を受け,客観的な実習指導を行う必要がある．米国理
学療法士の国家試験にあたる,National Physical Therapy Examination (NPTE)に関しては,
日本の養成校のように,念密な試験対策を学校教育内で行うことは少なく,あくまでも学生
の自己責任に委ねていて,学生が各自でネット上にて試験を申し込む．それでもアメリカの
理学療法士養成校を卒業した人の合格率は 9 割に達するので,各自の学習能力の高さが伺
える．
アメリカの理学療法士は,オーナーとしてクリニックを開業する権利が認められ,多くは
医師の処方箋はいるものの,クリニックで提供される理学療法が,一般的な保険制度（アメ
リカは任意保険制度）でも認められているため,卒業後,開業出来る理学療法士を養成する
教育も提供される．開業するためには,科学的な根拠に基づいた理学療法(EBPT)を経営戦略
に沿って提供するための知識と技術が必要なため,研究法や診断学等の理学療法の専門知
識に加え,管理学,経営学,会計学等,開業するための基本的な教育も提供されている．
ま た 臨 床 家 と し て の 教 育 だ け で な く , 研 究 環 境 と し て も , 学 生 時 代 か ら ,Research
Assistant (RA)や Teaching Assistant(TA)という役割のアルバイトとして,教授の研究の
補助に参加出来る機会がある．また研究を中心に行いたい理学療法士には,研究に特化した
修士課程や博士課程(Ph.D)もある．研究機関と臨床施設が隣接していることも多く,臨床に
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即した実践的な研究だけでなく,最近では,卒後研修士プログラム(Clinical Residency)と
して研修が提供する施設も増えてきている． また既に理学療法士免許を有しているが DPT
を持っていない理学療法士向けの夜間や週末のみや,インターネット上のみで履修出来る
プログラムも有り,個人のニーズに合ったユニバーサルなシステムが確立している．アメリ
カの理学療法士は,全米でも人気の職業として定評が有り,モチベーションが高い学生が養
成校に集まってくるが,それらの学生に対して十分な教育を提供する体制が整っていると
考えられる．
表３に OECD30 か国の理学療法教育についての情報を示す（2003）．OECD30 か国中 20 か
表．３

OECD30 か国における理学療法教育（WCPT

国名

PROFILE
ＰＴ／国

メンバ－

教
Private Prac tice

レベル

養成期間
( y)

年間卒業者

26

degre e

3o r4

1420

diploma
diploma

3
3
3
5 ,6
4
5
7
3 ,4
3,1 /2
3
3
3,3- 1/2
3
3
4
4

5000
1500
>100 0
1000

4
51 ,2

イギリス

2
3
4
5

ド イツ
フランス
イタリア
オランダ

80,0 00
48,0 00
35,0 00
1750 0

3 2,000
4,000
3,900
1 7000

3分の一
37 ,000
デ－タなし
12 000

22 3
65
40
11

6

ベルギ－

1650 0

4000

デ－タなし
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ルクセンブルク
フィンランド
スウェ－デン
オ－ス トリア
デンマ－ク
スペイン
ポルトガル
ギリシャ
アイルランド
チェコ
ハンガリ
ポ－ランド
スロヴァキア

35 0
978 4
950 0
450 0
800 0
200 0
300 0
U NKN OWN

300
7317
1 1000
3500
6903
3088
928
800
1297

2 80
1 660
1 500
1 500
1 600
2 500
3分の一
1 500
2 20

0
17
7
11
8
32
7
3
3

degre e
graduate
lic enciate
docto r
diploma
degre e
degre e
diploma
degre e
diploma
degre e
degre e
degre e

225 0
3000 0

1600
700

デ－タなし

5
8

degre e
degre e

20

日本

20,0 00

1 8,496

1,200

89

21

U SA

1080 00

4 6600

28 .40%

18 1

22

カナダ

1350 0

9500

4 037

13

23

メキシコ

200 0

200

5 00

1

オ－ス トラリア
24
25 ニュ－・ ジ－ランド
ス イス
26
ノルウェ－
27
アイス ランド
28
トルコ
29

1551 3
249 1
800 0
630 0
37 0
150 0

1 0150
1875
6000
6668
370
623

5 300
5 5%
4 000
2 320
1 50
7 00

7
2
14
5
1
6

30

7,00 0

6,000

ＮＯ

23

韓国

育

教育プログラム数

1

3 1,031

2003 年デ－タより抜粋）

PhD,MS,B
S,PPT
Ｂ
Ｍ
D
12b
1M
ｄｉｐｌｏｍａ
degre e
degre e
degre e
diploma
degre e
degre e
degre e
diploma &
degre e

規定
IN
PUB LIC
SECTOR
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ

業
資格
（卒業or試験）

務
医師を介さず診れるか
（ primary c ontac t）

卒業

診ることができる

卒業
両方
卒業
卒業

ＮＯ：治療
YES：Prev
で きな い
診ることができる
ＮＯ：治療
YES：Pre

2500

ＹＥＳ

15
375
550
300
609
3000
250
100

ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ

両方
卒業
卒業
ＹＥＳ
卒業
ＹＥＳ
卒業
卒業
卒業

診れな い
で きな い
診ることができる
診ることができる
で きな い
ＮＯ：治療
YES：Prev
診ることができる
診ることができる
で きな い
診ることができる

200
200

ＹＥＳ
ＹＥＳ

卒業
試験

で きな い
診ることができる

3,-4

2800

ＹＥＳ

試験

2,-3

5000

ＹＥＳ

試験

685

で きな い
診ることができる

（ 32州）

3 -4
2
3 .5
4 .5
4
4
4
4
4
4 ,5

ＹＥＳ

VARIES
BY PRO V

70

NO

NO

で きな い

629
132
300
270
15-1 8
200

ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
NO

卒業
卒業
卒業
卒業
卒業

診ることができる
診ることができる
制限あり
診ることができる
Ｎ Ｏ：治療
で きな い

3,-4

1120

NO

試験

で きな い

診ることができる

国（６６％）は,大学教育を行っている．イギリスなどヨ－ロッパ諸国では,3 年制の教育
年限であるが大学として教育を行っている国もある．2007 年には,WCPT で理学療法教育を
最低４年間（大学・大学レベル）以上にするという決議がなされている．

３．日本の卒後研修制度と諸外国の研修制度
日本理学療法士協会が実行している生涯学習教育制度は,理学療法士としての基本理念
である「すべての人の健康と幸福を実現するために“尊厳ある自立”とその“くらし”を
守り,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す
る」の理念のもと,理学療法士の生涯教育が幅広く効果的に行えるための支援体制を目的と
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して 1997 年より発足した．その後現在まで,数次にわたる制度の改定が行われ,質的向上と
充実を図ってきた．理学療法士が不断に学習する姿をより明確な形で国民に見ていただき,
質の高い医療を提供し,国民の健康に貢献することを目指している．
生涯学習教育制度を構成するのは「新人教育プログラム」
「専門理学療法士制度」である．
新人教育プログラムは理学療法士としての職業倫理や管理・運営・医療法等の理解を深め
症例や研究報告の方法論を学び理学療法の科学性を育成する事を目的に実施され,プログ
ラム終了には,最短 1 年間の内に 15 単位の取得が必要としている．
専門理学療法士制度は新人教育プログラム終了後,良質な医療サービスの提供と学問的
発展に寄与する研究能力を高める事を目的とし,７つの専門領域研究会（基礎理学療法・神
経理学療法・運動器理学療法・内部障害理学療法・生活環境支援理学療法・物理療法・教
育管理理学療法）と 23 領域の認定理学療法士を設け,専門理学療法士の育成と学術的発
展・研究開発を実施し,科学的な根拠に基づいた専門性の高い医療を国民に提供するととも
に,将来,患者の治療選択などに資する専門分野となることを目指している．これは諸外国
における理学療法卒後研修制度に既存していることも関連しており,諸外国の理学療法士
卒後研修制度と医療保険との関連について述べる．
ドイツでは,理学療法士による技術的な専門性が認められていて医療保険に関係する専
門的な資格に準拠した卒後研修制度が設けられている．専門的な技術として Bobath 法・
Voijta 法・Manual Therapy・医療リンパドレナージ術があり,3 年間の理学療法教育後,こ
れらの専門理学療法研修を受け試験に合格することで認定される．
世界理学療法士協会には協会下部組織として 12 領域の専門理学療法士部会が設置され
ており,各専門領域の研究と医療技術の発展を目的としている．これらの専門領域部会への
加盟には教育の質を保証する制度が設けられ,加盟には各専門領域の教育基準を満たして
いる必要がある．日本理学療法士協会の専門領域は,徒手理学療法・心理,精神理学療法・
スポーツ理学療法が WCPT 下部組織に加盟し専門分野における世界基準クリアーしている．
将来的には,他のサブグールの加盟を実現し,日本における専門・認定理学療法士が世界基
準を満たしていることを示していく．
看護師の団体である日本看護協会は,質の向上のため,医療機関などでの研修の義務化を
獲得し既に新人教育の質的向上に力を入れている．リハビリテ－ション医療を担う理学療
法士,作業療法士,言語聴覚士の職能団体は,民主党の「安心社会の構築に向けたリハビリテ
－ションを考える議員連盟」のヒアリングにおいて,関係団体が連名で,新人のリハビリテ
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－ション専門職の質を向上させるため,医療機関などの研修を義務化するように求めてい
る．

4.各国の免許更新制度
日本は,一度免許を取得すれば,生涯にわたって理学療法士として働くことができるが,
諸外国の理学療法士は,免許更新制度を取っている国もある．各国の免許更新制度について
概要を示す（表４・図 10）．
免許更新制度をとっている国は,理学療法士育成の先進国であるイギリス・カナダ・オラ
ンダ・オーストラリア・アメリカ(州により異なる)であり,更新機関については１年から５
年間と様々である．この免許更新の主目的は,直接診療や開業などに関わる医療の質の担保
と安全性の確保であり,医療専門職としての社会的な地位を維持するために重要な制度で
あるとしている．各国の先進的な免許更新制度について紹介する．
オース トラ リアで は,１年 毎の免 許更新 制度 を導入 して いる． 更新 には CPD 活動
（Continuing professional development

: 継続専門能力開発）を実施していることが必

要である．これは前述した理学療法卒後研修等の専門領域の研修会や学会への参加や教育
や管理など理学療法サービスや技術を安全で効率的に提供することに関わるあらゆる役割
に従事することを含む活動を実施している事を示す．
日本における理学療法士法には,免許更新制度は現状実施されていない．卒後研修制度で
ある生涯学習制度は,認定理学療法士・専門理学療法士の育成し専門性を高めることに寄与
し諸外国の制度と同様のシステムを導入しているが,医療の質の担保と安全性の確保には
不完全であるといえる．今後,生涯学習制度の充実と免許更新制度を他の医療職種に先立っ
て導入していくことにより安全で質の高い医療を提供できるものと考える．

25

表．４

諸外国における免許更新制度（OECD

30 か国に対するアンケ－ト調査結果より）

http://www.japanpt.or.jp/03_jpta/activity/01_international_verification.html

免許更新制度

図．10

主要海外 6 各国における免許更新制度

Ⅳ．社会の認識
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復興特区における訪問リハビリテ－ションを行う事業所の設置推進
平成 23 年（2011）3 月 11 日,午後,三陸沖の深さ約 24km を震源とする日本周辺における
観測史上最大の地震である東北大震災が発生した．その被害は甚大で,現在に至っても復興
の途上である．国は,被害地区を復興特区として定め,復興対策を行っている．復興特区と
は,東日本大震災の復興対策のひとつとして,規制や税制などを優遇される地域の総称をい
うが,これらの地域に適用される 8 つの特区がある．特に,医療・福祉復興 壊滅的被害を受
けた沿岸部における医療・福祉サービスの確保が対策として講じられている．中でも,被災
地における医療・介護確保のための特例（医療法施行規則等の特例）では,病院,診療所以
外でも訪問リハビリテ－ションを行う事業所の設置を可能とするとしている．理学療法士
協会としても,いち早く一般財団法人訪問リハビリテ－ション振興財団を設立し,復興地区
で訪問リハビリテ－ションに参画しようとしている有志による復興支援を行っている．
2012 年９月現在,岩手県陸前高田市に民間の訪問リハビリテーション事業所が開設,振
興財団では南相馬での事業所開設へ向けて準備を進めている．陸前高田では居宅系の通所
サービスが少ないため,在宅介護ですでにヘルパーサービスが利用されており,限度額がほ
ぼ一杯になっている場合も多く,新しいサービスとして訪問リハビリテーションを導入し
ようとしても利用できないといった場合もある．また,震災前から訪問リハビリテーション
サービスが無かった地域もあり,要望は多いが人材確保の難しさや都市部との収入の違い
などが課題となっている．
課題は山積みの状況であるが,震災後の生活を余儀なくされている方々の身体状況は不
活発な状態であり,医療機関の配置が不十分な地域において,理学療法士の活動が期待され
ているのが現状である．

Ⅲ．提言
提言１．

法改正による定義の見直しが必要である

理学療法士法及び作業療法士法の施行から四十数年を経過して半世紀近く日本での医
学的リハビリテ－ションの普及に貢献してきた．高齢化,疾病構造の変化や社会を取り巻く
環境の変化に伴って,理学療法業務も狭義の医療から予防医学,治療,リハビリテ－ション
と法律の定義の枠を超えて活動しているのが現状であり,理学療法の定義の見直しが必要
である．具体的には,①老人保健法,介護保険法の制定による障害の予防及び福祉領域（維
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持期・終末期のリハ）や健康増進分野での理学療法の必要性が増大してきたこと

②2001

年に WHO が改訂した,健康人も含めた障害の包括的な分類である国際生活機能分類（ICF）
に準じた定義の必要性が世界的な標準であること．また,③障害者権利条約の批准等の方針
を踏まえて,障害者に対する合理的配慮を含む障害のとらえ方の変化に対応する必要性が
あることがあげられる．
１） 現行の定義
「身体に障害のある者に対し,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操
その他の運動を行なわせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加える
ことをいう」
２） 現状に近い定義
我々は,奈良の私案を参考に,対象に「心身の機能・身体構造に変調のある者」に「あ
るいはその恐れのある者とする」を加え,手段として障害の評価と必要に応じて環境因子
の整備をすることを加えた．

【理学療法の対象】
「心身の機能・身体構造に変調のある者」「あるいはその恐れのある者とする」
【理学療法の目的】
「活動と生活機能の向上と健康増進を促進し，社会参加を支援すること」
【理学療法の手段】
「活動を制限している要因（機能障害，活動制限，参加制限）の評価（Evaluation）を
行い，運動療法,物理療法,装具療法および日常生活活動練習を実施し,必要に応じて
環境因子の整備をする」
【研究活動】

エビデンスの確立のため基礎及び臨床研究をおこなう
（世界理学療法連盟

提言２．

ＷＣＰＴ、１９８２年）

訪問リハステーションの実現（自律性：autonomy の獲得）

医師との関係については,医師の指示の下に理学療法を行うことと,理学療法士及び作
業療法士法に規定がある．日本の医療職では,医師,歯科医師,薬剤師に自律性（開業権）が
認められているが,2000 年から開始されている訪問看護ステ－ションの看護師にも自律性
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（開業権）が認められた．医師との関係では,医療保険で行う訪問看護では医師の指示が必
要であり,介護保険でおこなう訪問看護でも医師の意見書が必要である．いずれにしても医
師からの指導が必要となっている．
一方,海外の理学療法士に認められている直接診療（direct

access）は,OECD30 か国

のうち,59％で可能である．米国では,50 州のうち 46 州で直接診療可能となっている．直
接,医師の処方を必要とせずに患者が理学療法士のもとを訪れ,評価・治療を行うことが可
能であることが欧米諸国の標準となっている．しかしながら,保険の適応（民間保険を含む）
の面からは,医師の指示がないと認められない場合が多い．欧米諸国の例をそのまま日本に
取り入れることは,さまざまなことを考慮に入れると適切ではない．理学療法士が自律性を
獲得していくうえでも,訪問看護ステ－ションが一つのモデルとして捉えることが妥当と
いえる．
日本において,訪問リハステーション開設が認められると,患者診療が可能であり,理学
療法士の裁量が大きく問われることになる．このことは,理学療法士教育のレベルが問われ
ることとなるが,米国の多くの DPT 課程で取入れられている,診断学,研究法,管理学,経営
学等を,日本でも体系的に学習するような機会が与えられるべきである．このような基礎と
なる知識が有ってこそ,実践の場でも自信を持って診療が行えるようになっていくかと思
われる．
訪問リハビリテ－ションは,地域医療を目指す日本にとって今後発展していくべき領域
である．東日本大震災復興特別区域（復興特区法）により,今後 5 年間,既存の医療機関で
はなく事務所から訪問リハビリテ－ションが可能となった．医療機関の配置が十分でない
地域において,無為に過ごす高齢者の身体機能を維持向上していく対策がすでに行われて
いる．

提言３．世界標準は最低４年間の大学または大学レベルの教育
（世界の理学療法士教育機関は,4 年制の大学教育へとパラダイム・シフトしている）
これまで理学療法士の養成教育では長い間，世界共通の標準的な教育カリキュラムが示さ
れておらず，日本の現状のように 3 年制専門学校から，4 年制の大学，修士課程，博士課
程の大学院まで各国の教育課程に大きなばらつきがみられた．しかし，WCPT が理学療法の
養成課程の教育は，最低 4 年間の大学または大学レベルの教育が望ましいと 2007 年 6 月に
ガイドラインを作成したことにより，世界の理学療法士教育機関は,4 年制の大学教育へと
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パラダイム・シフトしている．2010 年にはネパールやフィジー，インドネシアといった発
展途上国においても，あらたに学士レベルの養成教育機関が認可された．
（WCPT
news

Regional

2010.6）

4 年制の大学教育により，知識と技術の実践力だけでなく，医療者としての態度やプロ
フェッショナルリズムといった人格や科学を教育することが可能となる．我が国の理学療
法士が積極的に世界で活躍し，貢献する上で日本の理学療法教育を世界基準にしていくこ
とが非常に重要な課題であると考える．
現在，日本の理学療法士専門学校は，養成校の 64％を占めている．卒業生の多くは，理学
療法の EBP(evidence based physical

therapy)を追い求めている一方で，統計や研究の

知識や経験がないのが現状である．また，学歴に重きをおく諸外国で理学療法活動を行う
にあたり，日本の理学療法士は学歴が低いがために，なかなか信頼を得にくいのが現状で
ある．今後，国内の理学療法の質の向上，海外での日本理学療法士の活躍の為にもより教
育水準を高めていくことが必要と考える．

まとめ
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