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新生涯学習システム(案)
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STEPⅠ：研修理学療法士
入門基礎理学療法士研修プログラム 計91.5時間

入門基礎理学療法研修 43.5時間（e-Learning含む）
臨床研修 48時間

STEPⅡ：登録理学療法士

登録理学療法士研修プログラム 計 69時間
基本理学療法研修 （e-Learningの積極活用）

臨床経験 6,000時間以上（3年）

認定理学療法士研修プログラム 計 514.5 時間
専門領域理学療法研修 274.5 時間(内共通120時間)

臨床研修 240時間

STEPⅢ：認定理学療法士

STEPⅣ：指導理学療法士

2年

5年

10年

認定理学療法士研修
研修総時間 583.5時間

◎ 登録更新制

◎ 登録更新制

登録理学療法士は協会としての最低限の質の担保

専門理学療法士
医療広告GL

専門資格取得条件の公表
3年以上の研修と試験

定期更新
名簿公開
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新制度のポイント
1. 研修理学療法士 および 認定理学療法士プログラムの大幅

時間延長

2. 登録理学療法士制度の新設
実質的免許更新制の導入

3. 認定理学療法士制度は、外部評価が得られる水準に進化さ
せ、医療広告ガイドラインにも合致するものを目指す

4. OJTの導入

5. e-Learningの積極的活用

6. 平成33年４月の制度開始を予定
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7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月7～9月10～12月1～3月 4～6月7～9月10～12月1～3月4～6月7～9月10～12月1～3月 4～6月

会員管理システム

生涯学習

・新生涯学習制度

・2018年度新規入会会員が

現認定理学療法士取得のための

スケジュール

平成33年

（2021年）

平成34年

（2022年）

新生涯学習制度現システム
新システム

現生涯学習制度

平成30年

（2018年）

平成31年

（2019年）

平成32年

（2020年）

平成29年

（2017年）

試

験

申

込

現制度継続

2021年4月：新制度開始

新システム構築

2020年7月頃：新会員管理システムリリース

仕様検討・確定 入札現システム使用期間

生涯学習プログラム

（2019年4月～2020年11月まで）

新プロ（1年）

入会手続
新プロ修了

認定試験

2年

新生涯学習制度

仕様検討・確定

新生涯学習制度

システム設計確認

新生涯学習制度

新仕様変更箇所

確認

新生涯学習システム開始スケジュール

スケジュール：
•新会員管理システム開始：平成32年（2020年）7月から運用開始予定
•新生涯学習システム開始：平成33年（2021年）4月から運用開始予定
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認証資格取得インセンティブ要因
ー本会が目指すべき職能的戦略ー

1. 厚生労働省の評価向上
外部評価機構による認証

2. 認定理学療法士資格に対する報酬加算算定
a. ADL機能維持向上加算
b. 急性期リハ加算
c. 回復期リハ病棟

3. 病院施設経営者・事務長等に対するリハ専門職採用･人事考課･職制評価等における本
会による活用推奨広報戦略の推進

１）地域自立支援(リハ)マネジメント推進認定講習理学療法士
a. 地域包括ケア推進リーダー
b. 地域リハ推進リーダー 等

２）管理者ネットワーク推進マネジメント認定理学療法士

３）協会認定・登録・研修理学療法士のマネジメントキャリアアップラダー化(管理
者・リーダー等)
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現行プログラムと新制度の時間対比
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研修理学療法士プログラム
91.5時間

座学研修 43.5時間
臨床研修 48時間新人教育プログラム13時間

認定理学療法士プログラム24時間

登録理学療法士プログラム
69時間

臨床経験（6,000時間以上）

認定理学療法士プログラム
514.5 時間

座学研修 274.5時間
臨床研修 240時間

675時間638時間

37時間

5年更新制

5年更新制



研修理学療法士プログラム
（無料開催）

1. 受講費無料
e-Learningコンテンツ（スライドショー）の作成は協会が行い配信する
＊現在、35士会が会員に対して無料で新プロ開催（74％）
約25％の士会は収入減

2. A項目については、 e-Learningコンテンツを作成するか否かは全国
の士会に意見を聴取中
→ e-Learningコンテンツを作成しない場合は、現行通りの集合研修
になるが、その場合も無料開催
→ e-Learningコンテンツを作成する場合は、他士会員の受入は考え
る必要はない

3. 各士会の判断で全講座をe-Learningコンテンツを利用して対面研修
を実施して戴くことも可能だが、無料開催
また、会員に集合研修を強要しない、受講者本位の運営

4. 将来構想として、研修医（義務化）、新人看護師研修（努力義務化）
同様に、初期研修義務化の基盤整備
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研修理学療法士プログラムの受講順序

受講①

入門基礎理学療法研修（座学）

A-1~D-3

＋

臨床研修（step1）

E-1

受講②

臨床研修（step2）

E-2

・基礎理学療法士研修（座学）A-1～D-3＋臨床研修（step1）E-1の受講修了者が臨床研

修（step2）E-2を受講できる。

・受講①内の受講順序は問わない。
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登録理学療法士プログラム
（有料：受益者負担）

1. 研修講座の開催は、”各士会”と”e-Learning業者”

2. シラバス（コンテンツの内容や教育目標など）は協会で策定し公開する
ので、それに準じて講座を企画して戴く

3. 士会による研修講座については、全国共通の受講費（会員、他士会員）
および 講師料の設定を行う
1講座の受講費は、会員2,000〜3,000円程度か？

4. e-Learning業者による講座受講費は、士会講座の受講費より高額にする

5. 登録理学療法士プログラムは士会の収益事業となる
士会所属のほぼ全ての会員が受講することとなる
士会員だけでなく他士会員の受講も可能とするので更に収益増もある

6. 公益社団法人格を有する士会は事業計画案を作成する際に留意が必要
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登録（登録理学療法士制度）

認定理学療法士プログラム前期研修修了者（卒後5年を想定）
医師での登録医は、地域連携を行うために、病院を中心としたネットワーク
への登録制度（連携登録医）と、学会レベルで認定する認定医・専門医より
下位層に位置する名称として協会や財団により登録医として認証されている
（cf. 糖尿病協会登録医、リウマチ財団登録医）。以上のように登録◯◯と
いう名称は特定の団体に所属し、その質を担保している名称である。

そこで、当協会としても「（仮）日本理学療法士協会 基本理学療法士技能
取得者名簿登録制度」を策定し、前期研修修了者が登録することで登録理学
療法士としての称号を名乗ることを許可する。

また、外部評価機構による認定制度を策定し、「 （仮）日本リハビリテー
ション医学関連専門職認定機構」による認定登録制をめざす。
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研修理学療法士
OJTのマネジメント

日本理学療法士協会

研修受け入れ施設

研修希望者

研修委託受託（契約）

登録データ送信

マッチング・仲介

データ管理

都道府県士会

自施設（内部）研修 ９０％

１０％外部研修

研修申請

研修受講
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研修理学療法士
OJTのマネジメン（２）

日本理学療法士協会

研修受け入れ施設

研修希望者
研修委託受託（契約）

登録データ送信 データ管理

都道府県士会

自施設（内部）研修

外部研修

修了データ送信

修了データ送信

とりまとめた修了データ（会員氏名、会員番号）送信



日本リハ医学関連専門職認定機構（仮称）(案)

STEPⅠ：研修理学療法士
入門基礎理学療法士研修プログラム 計91.5時間

入門基礎理学療法研修 43.5時間（e-Learning含む）
臨床研修 48時間

STEPⅡ：登録理学療法士
登録理学療法士研修プログラム 計 69時間

基本理学療法研修 （e-Learningの積極活用）
臨床経験 6,000時間以上（3年）

認定理学療法士研修プログラム 計 514.5時間
専門領域理学療法研修 274.5時間

臨床研修 240時間

STEPⅢ：認定理学療法士

STEPⅣ：
指導理学療法士

2年

5年

10年

？

認定理学療法士研修
研修総時間 583.5時間

◎ 登録更新制

◎ 登録更新制

基本理学療法士は協会としての最低限の質の担保

医療広告GL
専門資格取得条件の公表
3年以上の研修と試験
定期更新
名簿公開

日本理学療法士協会キャリアラダー（簡略版
）

リハ医学会
リハ病院施設協会
PT/OT/ST３協会
研修認定機構

リハ医学会
共同認定機構

中級理学療法士申請

初級理学療法士申請

認定試験

入門基礎理学
療法臨床研修
認定施設(6日)

基本理学療法
臨床研修認定
施設(？日)

専門領域理学
療法臨床研修
認定施設
(24日？)

（所属協会研修修了証書添付）

（所属協会研修修了証書添付）

認定理学療法士申請

中級･基本領域
認定臨床研修施設
基本理学療法プログラム

(3〜５日)

初級･基礎領域
認定臨床研修施設
地域リハ･チーム医療研修
プログラム(1〜３日)

認定試験

認定試験

上級･限定的専門領域
認定臨床研修施設

専門領域理学療法プログラム
(1週間)

（所属協会研修修了証書添付）

※予測申請者数：
年間認定PT認定者数
(会員数の1%)/23領域

※予測申請者数指標：現新人プロ修了者(年間
新入会員数の90%)の60%?

※予測申請者数指標：現新人プロ修了者
(年間新プロ修了者の70%)の60%?


