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国際検証特別委員会の目的：

理学療法士の法的位置づけ（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）について日本と主要諸外国の現
状を国際検証し 法律改正の要望活動に対して状を国際検証し、法律改正の要望活動に対して
提言を行う



●問題提起：

理学療法士及び作業療法士法の制定（1965年）理学療法士及び作業療法士法の制定（1965年）

①疾病構造の変化

②高齢化②高齢化

↓

理学療法の対象の変化による定義の見直し

提⾔１．提⾔１．
法改正による定義の⾒直し



理学療法の定義「⽇本」理学療法の定義「⽇本」
• 理学療法とは,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に,治療体操,その他運動を

行わせ および電気刺激 マッサージ 温熱その他の物理的行わせ,および電気刺激,マッサージ, 温熱その他の物理的

手段を加えることである.

1965 年に制定1965 年に制定

((理学療法士法及び作業療法士法第理学療法士法及び作業療法士法第11章第章第22条）条）



①疾病構造の変化①疾病構造の変化
②⾼齢化

守備範囲の拡⼤



各国の理学療法の定義各国 学療法 定義





• 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

理学療法の目的• 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 or Assessment)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エビデンスの確立のため基礎及び臨床研究をおこなう

現状に近い理学療法の定義現状に近い理学療法の定義



問題提起：医師との関係
理学療法士及び作業療法士法の制定（1965年）

医師の指示の下に理学療法を行う
日本の他職種日本の他職種
訪問看護ステ－ション ２０００年から開始

医療保険では 医師の指示が必要
介護保険では医師の意見書が必要介護保険では医師の意見書が必要

海外の理学療法士 直接診療（direct access） ５９％（OECD３０ヶ国）
米国 ５０州のうち４６州で直接診療可能

しかし 医師の指示がないと保険の適応（民間保険）ないしかし、医師の指示がないと保険の適応（民間保険）ない

東日本大震災復興特別区域（復興特区法）２０１２．４．１～２０１７．３．３１まで
既存の医療機関ではなく事務所から訪問リハが可能

提⾔２．訪問リハステーションの提⾔２．訪問リハステ ションの
実現(⾃律性:autonomyの獲得）( y





直接診療できる国
イギリス、イタリア、フィンランド

ウ デ ペイ ポ トガスウェ－デン、スペイン、ポルトガル
アイルランド、ポ－ランド、米国、カナダ
オ－ストラリア、ニュ－ジ－ランド、ノルウェ－

条件付きの国
ドイツ、オランダ、デンマ－ク
スイス、アイスランドスイス、アイスランド
<評価○だが治療は×>

できない国
フランス、ベルギ－、ルクセンブルク
オ－ストリア、ギリシャ、ハンガリ－

2003

日本、メキシコ、トルコ、韓国

59%：可能

2003ヶ国



USA US

直接診療（WCPTの定義）
・患者が療法士へ直接サ－ビスを受けに行くことができる
療法士に会 前に 他 に事前に診療や・療法士に会う前に、他のｐｒａｃｔｉｔｉｏｎｅｒに事前に診療や
相談することを必要としない



2006年 承認 ニュ－ヨーク州2006年 承認 ニュ ヨ ク州
• 10回受診または30日間のいずれか早いほうまでは、紹介なしで認定理学

療法士による治療を提供することができる

• 認定理学療法士はフルタイムで3年以上の理学療法の実績があり 21歳• 認定理学療法士はフルタイムで3年以上の理学療法の実績があり、21歳

以上でなければならない

理学療法士は 紹介 な サ ビ は患者 医療保険または保険会社• 理学療法士は、紹介のないサービスは患者の医療保険または保険会社に

よる給付の対象外となる場合があるということを、書面で通知しなければ

ならない。通知には、紹介がある場合は前述のサービスは医療保険または

保険会社による給付の対象となる場合があることを明記しなければならな

い。通知文書のコピーを患者ファイルに保管しなければならない

APTA 2011 【理学療法ダイレクト・アクセス法規】より【 学療法ダ ク アク 法規】 り



• 自律性（Autonomy）の推進：理学療法士が医療• 自律性（Autonomy）の推進：理学療法士が医療
や介護分野、健康増進分野、予防分野で運動
の専門家として 治療や介入の判断を行うことの専門家として、治療や介入の判断を行うこと
に対して、雇用主や医療職などにコントロ－ルさ
れない自由を持つこと

般財団法⼈ 訪問リハビリテ ション⼀般財団法⼈ 訪問リハビリテ－ション
振興財団の設⽴と在宅ケアの推進振興財団の設⽴と在宅ケアの推進



●問題提起：●問題提起：
日本の理学療法士養成は２５１校
大学教育はまだ36%教
しかし、修士課程・博士課程を有している

WCPT ガイドライン（2007)WCPT ガイドライン（2007)
理学療法教育 最低４年間（大学・大学レベル）

米国： 2020までにＤＰＴ（博士課程）修了者によるサービス
提供を（プラス２．５－３．５年）

提⾔３ 世界標準は最低４年間提⾔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の⼤学または⼤学レベルの教育



本 学療法⼠教育 状⽇本の理学療法⼠教育の現状







国名 教育
レベル 養成期間 (y) 年間卒業者

1 イギリス degree 3or4 1420
2 ドイツ diploma 3 5000
3 フランス diploma 3 1500p
4 イタリア 3 >1000
5 オランダ degree 5,6 1000

6 ベルギ－ graduate licenciate
doctor

4
5
7

2500

クセ ブ ク7 ルクセンブルク diploma 3,4 15
8 フィンランド degree 3,1/2 375
9 スウェ－デン degree 3 550

10 オ－ストリア diploma 3 300
11 デンマ－ク degree 3,3-1/2 609
12 スペイン diploma 3 300012 スペイン diploma 3 3000
13 ポルトガル degree 3 250
14 ギリシャ degree 4 100
15 アイルランド degree 4
16 チェコ
17 ハンガリ degree 4 20017 ハンガリ degree 4 200
18 ポ－ランド degree 51,2 200
19 スロヴァキア
20 ⽇本 PhD,MS,BS,PPT 3,-4 2800

21 USA
Ｂ
Ｍ 2 -3 500021 USA Ｍ
D

2, 3 5000

22 カナダ 12b
1M

3-4
2 685

23 メキシコ ｄｉｐｌｏｍａ
degree

3.5
4.5 70

24 オ－ストラリア degree 4 629
25 ニュ－・ジ－ランド degree 4 132
26 スイス diploma 4 300
27 ノルウェ－ degree 4 270
28 アイスランド degree 4 15-18

ト29 トルコ degree 4,5 200
30 韓国 diploma & degree 3,-4 1120

2003年 OECD 30か国（WCPT dataより抜粋）



WCPTが加盟団体に対するオンライン調査

回答率６８％

自律性（直接診療）を獲得している国はWCPT加盟団

体の６９％で実施している

自律性の獲得には、教育レベルが最も影響自律性の獲得には、教育レベルが最も影響

していると考える割合が高い

教育の評価と質の向上



日本日本
1997年より生涯学習プログラムの開始
「新人教育プログラム」「専門理学療法士制度」「新人教育プログラム」「専門理学療法士制度」

アメリカ
アメリカ理学療法士協会では 卒後教育を全てのアメリカ理学療法士協会では、,卒後教育を全ての
新卒PTに研修生として提供しようとするPT Residency
（３４か所のプログラム：1年間）がある（３４か所のプログラム：1年間）がある

PT・OT・ST 3団体が,新人専門職の質的向上団体が,新人専門職 質的向
を目的に,医療機関などの研修を義務化を求める

今後の課題①：卒後教育



海外での免許更新制度の導入（免許更新制度+）

イギリス・カナダ・オランダ・ルクセンブルク・スロバキア・オーストライギリス カナダ オランダ ルクセンブルク スロバキア オ ストラ

リア・アメリカ(州により異なる) 更新機関については１年から５年間

と様々と様々

免許更新の主目的：免許更新の主目的：

①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

②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②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

今後の課題②：免許更新




