
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度日本理学療法士教員協議会 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 日本理学療法士教員協議会 

 



 

 

主催（共催） 一般社団法人 全国大学理学療法学教育学会  

公益社団法人 日本理学療法士協会  

 

会議名称：日本理学療法士教員協議会 

日 時：平成２８年１０月２３日（日） １０：００～１７：００  

場 所：首都大学東京 荒川キャンパス 

参 加者：理学療法士養成課程の学科・専攻責任者ならびに教務・教育課程等の担当教員 

臨床実習指導者ならびに理学療法教育に関心のある理学療法士・学校職員等 

参 加費：無料 

 

 

１．プログラム 
 

開会の辞 長澤 弘（全大教理事長）、半田一登（日本理学療法士協会会長）  

 

１）基調講演（１０時から１１時３０分）  

（１）理学療法を取り巻く現状と理学療法士養成に対する期待  

演者 佐々木昌弘 氏（文部科学省高等教育局医学教育課 企画官）  

司会  内山 靖（日本理学療法士協会副会長）  

 

（２）日本理学療法士協会が求める理学療法士養成  

演者  半田一登（日本理学療法士協会会長）  

司会  黒澤和生（日本理学療法士協会人財育成対策本部本部長）  

 

（３）総合討議 １１時３０分から１２時００分  

司会  長澤 弘（全大教理事長）  

佐々木昌弘氏、半田一登、内山 靖、黒澤和生  

 

２）テーマ講演（１３時から１４時）  

（１）理学療法士・作業療法士養成施設指定規則の改正  

演者  網本 和（日本理学療法士協会常務理事）  

司会  伊橋光二（全大教理事）  

 

（２）地域包括ケアを見据えた理学療法士養成像  

演者  森本 榮（日本理学療法士協会常務理事）  

司会  日高正巳（全大教理事）  



 

 

３）分科会 

（１）ワークショップ（５会場並行開催、１４時１０分から１５時４０分） 

Ａ）指定規則改正に関して  

ファシリテータ：網本和（日本理学療法士協会常務理事）、黒川幸雄（全国リハ学

校協会理事）  

 

Ｂ）指定規則にかかる教員・臨床実習指導者に必要な研修に関して  

ファシリテータ：大西秀明（全大教副理事長）、日高正巳（全大教理事、日本理学

療法教育学会運営幹事）  

 

Ｃ）臨床実習指導の手引き改正に関して  

ファシリテータ：間瀬教史（日本理学療法士協会理事）、中川法一（日本理学療法

士協会理事）  

 

Ｄ）地域・予防領域のコンピテンスに関して  

ファシリテータ：森本榮（日本理学療法士協会常務理事）、佐々木嘉光（日本理学

療法士協会常務理事）  

 

Ｅ）これからの専門学校教育に関して  

ファシリテータ：酒井吉仁（日本理学療法教育学会常任運営幹事）、吉元洋一（全

大教監事、日本理学療法教育学会代表運営幹事） 

 

（２）総合討議（１５時５０分から１７時 ００分） 

司会：居村茂幸（全大教監事、日本理学療法士協会教育制度委員会委員長）  

① 分科会報告：網本和、大西秀明、間瀬教史、森本榮、酒井吉仁（５分程度×５）  

② 全体討議  

 

閉会の辞 長澤 弘（全大教理事長） 

 



 

 

２．参加人数および参加施設数 
 

１）参加人数：２８８人 

（１）全体会（テーマ講演等）：２８８人 

（２）ワークショップＡ：１１２人 

（３）ワークショップＢ：７５人 

（４）ワークショップＣ：３９人 

（５）ワークショップＤ：２０人 

（６）ワークショップＥ：３３人 

 

２）参加施設数（／各全体施設数） 

（１）全体：１８２校／２５９校（７０．３％） 

（２）国立大学：９校／１４校（６４．３％） 

（３）公立大学：８校／１０校（８０．０％） 

（４）私立大学：５６校／７９校（７０．９％） 

（５）短期大学：５校／６校（８３．３％） 

（６）専門学校：１０４校／１５０校（６９．３％） 

 

 

 



 

 

３．議事録 

 

１）基調講演およびテーマ講演 

参加者：２８８人 

記録者：全国大学理学療法学教育学会・協議会当日事務担当 

（小島翔、宮口翔太、高林知也（新潟医療福祉大学）） 

内容確認：総合討議司会 長澤弘、テーマ講演演者 網本和 

 

（１）基調講演 

①「理学療法士を取り巻く現状と理学療法士養成に対する期待」 

演者：佐々木 昌弘（文部科学省 高等教育局 医学教育課 企画官） 

 

1 我が国の医療の歴史的な動き 

2 現在の社会保障の論点 

3 今後の医療：地域包括ケアにおける理学療法士 

  上記の内容についての講演があった。 

 

②「日本理学療法士協会が求める理学療法士養成」 

演者：半田一登（日本理学療法士協会会長） 

 

1 理学療法士養成の課題 

2 養成校は治療者を養成しているか 

（国家試験合格率を上げるだけの時代は終わった） 

3 国家試験合格率と臨床実習について 

4 文部科学省の動き 

5 社会動向を視野に入れた理学療法士教育 

6 養成校指定規則改定 

7 理学療法士教育への私案 

    上記の内容についての講演があった。 

 

③ 総合討議（佐々木、半田、内山、黒澤、［司会：長澤］） 

質問①：黒川幸雄（国際医療福祉大学）  

「人工知能が発達しても残る職業の中に理学療法士がないのは何故でしょうか？」 

⇒佐々木昌弘（文部科学省 高等教育局 医学教育課） 

「海外の論文を参考にしているため、記載はされていないが羅列されているグル

ーピングから推測すると、おそらく理学療法士は入っていると考えられます」 



 

 

⇒半田一登（日本理学療法士協会） 

「理学療法士は将来消える職業に別の資料で明記されています。理学療法士の深

刻な状況をご理解下さい」と補足された。 

⇒内山靖（名古屋大学） 

「理学療法士の需給に関する委員会」において理学療法士の需給予測等を検討し

ています。 

⇒佐々木昌弘（文部科学省 高等教育局 医学教育課） 

「医学、歯学、薬学はすでにモデルコアカリキュラムができています。薬学は実習

に特化したガイドラインもできています。看護においても全ての養成校が４年制

ではないにも関わらず、モデルコアカリキュラムの作成が始まっています。」 

質問②：筧 重和（あいち福祉医療専門学校） 

「４単位を増やすことでどれだけ違いが出ますか。卒前としてはどこまでを到達

目標としますか。無資格での実習での治療（無資格診療）が今後どうなっていくの

かを考えていかないと実習のありかたを考えないといけないと思います。」 

⇒半田一登（日本理学療法士協会） 

「日本は世界的に最も臨床実習の期間が短いため、臨床実習の質と量で改善すべ

きだと考えます。昔から考えれば半分程度の期間になっています。しかも昔は疾患

別理学療法ではなかったです。いまの実習期間では短いと思います。量だけでなく

実習の中身も改善していかなければいけないと思います。学校での教育と実習が

結びついていないことが問題であり、教育の連続性はなく、教育と現場が乖離して

いる。看護師の実習では無資格でも良いという規則があるため、理学療法士も同様

に考えている。」 

意見③：河上敬介（大分大学） 

「臨床実習期間を延長することに反対です。臨床実習期間を延長すると、臨床では

できない教育（研究方法論、論理的思考過程の教育）などの時間が減ってしまいま

す。資格を獲得した後の教育（実習）に力を入れるのが大事だと思います。４単位

増やすことに関しては、柔道整復師を意識するのではなく、医師や看護師を模範と

するべきだと考えます。」 

質問④：居村茂幸（高崎健康福祉大学） 

「理学療法士の質について、気にしすぎではないでしょうか？それぞれの大学で

卒前教育のゴールが違いますので、まずは卒前教育のゴールを明確にしなくては

ならない。自信のない学生が介護保険制度の施設などに就職していることが理学

療法士の質の低下に影響しているのではないでしょうか。」 

⇒半田一登（日本理学療法士協会） 

「現在は卒後の教育（施設内教育）が充実していないため、ゴールが明確にならな

いのです。」 



 

 

質問⑤：大西秀明（新潟医療福祉大学） 

「履修単位が 97 単位から 101 単位へ 4 単位増えたのはどのような理由からなの

か？この決定は半田会長の意思なのか、理学療法士協会の意思なのか、どのような

プロセスで決定したか？」 

⇒半田一登（日本理学療法士協会） 

「反対に質問するが、柔道整復師の教育より少ない97単位で良いのか？この案は、

三協会で話し合った案です。」 

⇒大西秀明（新潟医療福祉大学） 

「三協会の案と言われるが、数年前から協会内の特別委員会で十分に議論され、平

成 24 年に「指定規則等の改正に関する最終答申書（林委員長）」が協会に提出さ

れている。その後、昨年から協会内に教育対策本部（網本委員長）が設置され、そ

こでも最終答申書の案をたたき台として十分議論され、さらに全国の養成校およ

び全都道府県士会にアンケート調査を行い、その結果を反映した教育対策特別委

員会の最終案が本年 3 月に協会に提出されている。その内容が協会の理事会でも

審議され、承認されている。さらに、本年 4 月に３協会（PT 協会、OT 協会、全

国リハ学校協会）でも合致した最終的な 3 協会案になっていた。 

それにもかかわらず、先月（9 月）に急遽半田先生が勝手に修正した案を３協会の

調整会議に提出し、そこで合意が得られたので３協会案と言っているが、そのよう

な決定プロセスで良いのか？そのような半田先生の私案を３協会案だと提示され

るのはおかしいのではないか？」 

⇒半田一登（日本理学療法士協会） 

「現時点での３協会案だが、最終決定した内容ではない。本日、皆さんから意見を

伺い、修正できる案だと理解して頂きたい。」 

 

 

（２）テーマ講演 

①「PTOT 指定規則改訂について」 

講師：網本 和（日本理学療法士協会 教育対策本部） 

1 教育対策本部案 

2 これまでの経緯 

3 教員の数を増加することについて半数程度の賛成を得た。 

4 教員の資格について 

5 臨床実習の適当な病院その他の施設を利用している。 

6 臨床実習の単位 

7 臨床実習指導者の資格 

上記の内容についての講演があった。 



 

 

 

質疑応答 

質問①：河上敬介（大分大学） 

「単位が変更するが、どれが教育対策本部の案なのか？」 

⇒網本 和（日本理学療法士協会 教育対策本部） 

「97単位は教育対策本部の案であり、本年 4月時点では 3協会で合意されている。

101単位は急遽、先月 3協会で合意した案になります。」 

質問②：（国際医療福祉専門学校） 

「1単位 45時間ですが、1単位は何週になりますか？専門学校は 1単位 40時間で

カウントするので、教えて下さい」 

⇒網本 和（日本理学療法士協会 教育対策本部） 

「今回提示しているのは 1単位 45時間として計算したものです。」 

質問③：（甲南女子大学） 

 「単位だけでなく、最小時間の規定はあるのか」 

⇒網本 和（日本理学療法士協会 教育対策本部） 

「今回は単位のみです。」 

質問④：松永篤彦（北里大学） 

「101単位にするのと、実習を 4単位増やすのは、次元が違うと思いますが、なぜ

実習の部分で 4単位増やすのか教えて下さい」 

⇒網本 和（日本理学療法士協会 教育対策本部） 

「いまは明確には答えられず、これから検討していく段階です。これが今現在の案

ということでご理解ください」 

 

②「地域包括ケアを見据えた理学療法士養成像」 

講師：森本 榮（理学療法士協会 地域包括ケア対策本部 常務理事） 

1 理学療法士を取り巻く環境の変化 

2 理学療法士に何が求められているのか（マネジメント能力） 

3 理学療法士養成像 

上記の内容についての講演があった。 

 



 

 

２）ワークショップ（分科会） 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名 分科会 A（指定規則改正に関して） 

日  時 2016 年 10 月 23 日 14 時 10 分～  15 時 40 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス  

出席者 ファシリテータ：網本 和、黒川幸雄 

参  加  者：各養成校 参加希望者（１１２人） 

決定事項 

（要点） 

１．最終案は決定ではなく、我々の意見を加味していく 

２．101 単位は内容が不明で賛否の意見表出ができない 

３．臨床実習 4 単位増は反対が多かった 

４．単位を増やす場合、その中身も示してほしい 

５．教育全体に関連する、例えば 4 年制化、卒後研修等を踏まえて議論を

すすめる 

議事録作成：小野田英也（日本理学療法士協会） 

正木光裕（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 網本和、黒川幸雄 

 

≪以下概要≫ 

網 本：本日の分科会 A の協議課題は資料を確認いただきたい。協議を始める前に、指定

規則改正に関する 3 協会案をもう少し詳しく説明する。 

    全体スケジュールとしては厚労省から 11 月上旬に検討会を開始すると聞いている。

平成 29 年の夏までに検討会の答申を出し、その後審議会を開催する。実施は早く

て平成 31 年度から、または平成 32 年度になる可能性もある。 

    資料 1 ページ、指定規則第 2 条 5 項は教員の要件である。5 年以上の経験は今ま

で通りだが、研修終了の要件が加わった。ただし、大学、大学院で教育に関する科

目を履修した者は研修を受けなくてもよい。 

    資料 5 ページ、別表 1（2 条関係）の専門基礎分野、「疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進」は 2 単位増えて 14 単位、薬理と救急救命を含むこととした。専

門分野「地域理学療法」も 2 単位増えて 6 単位となっている。 

また、備考に実習の 2/3 以上を病院又は診療所としていたが、薬局、助産所を除く、

医療提供施設に拡大した。これで老健は 2/3 に含まれることになる。地域包括ケア

に関する実習も明記した。 

ガイドラインについて、第 2 項に新たに７号として、教員資格、教育内容に関する

第三者評価受審を明記した。 



 

 

第 5 項４号に実習 3 分の 2 以上のうち、5 割以上を病院・診療所で行う事、地域包

括ケアに関する実習を 24 時間以上実施することが明記された。 

    施設・備品等に関する内容は文言修正である。 

  第 8 項１号は SV の資格要件だが、経験 3 年以上であったものを 5 年以上とし、

かつ研修受講も義務化される。SV と学生の比率は 1 対 2 が望ましいとしている

が、いわゆる附属病院等中核施設を持っていればこの基準を緩和してもよいので

という意見もある。また、1 か所の実習地が近接していることが「望ましい」から

「近接していること」が条件となる。 

101 単位のうち、「疾病と障害」「地域理学療法」の合計 4 単位増は 3 月の時点です

でに要望していた。実習が 4 単位増えて、22 単位になることは、今回新たに加え

た内容である。 

黒 川：厚労省は 3 協会の合意がないと検討会を開かないと言っている。H21 年に初めて

3 協会合意の要望書を出した。今年 3 月に 97 単位の合意案を出した。その後、状

況変化を踏まえて、101 単位案を 10 月 21 日に出した。地域理学療法に関する内

容を加えたのもその一つだ。議論を尽くせていない。21 日に出したものが検討会

で決まるわけではない。検討会には根拠となる資料も出さなくてはならないし、根

拠が不明確であれば、委員から賛成は得られないだろう。皆さんからいろいろな意

見をいただいて、医事課に意見を提出していきたい。 

網 本：質問を受けたい。 

あいち福祉医療専門学校 筧：10 月 21 日提出の案が決定ではないというが、すでに 101

単位で厚労省に提出したとのことである。ここの議論が反映されるのか。本来であ

れば、ここでの議論を踏まえて、要望を提出すべきだと思う。ここでの議論がどう

なるのか。 

網 本：変更される可能性はある。教育対策本部を開いて検討を行う。ここでの意見も反映

させる。 

大分大学 河上：半田会長から柔道整復師 99 単位で理学療法士がそれ以下でよいのかとい

う問題提起があった。柔道整復師と我々を一緒に考える必要はない。会長から解剖

については柔道整復師の方が上とあったが、そんなことはない。看護師と比べれば

よい。意地といわれても困る、そのような意味での意地はない。 

黒 川：看護師が 97 単位であり、看護師と同等までは要望を出せるということで 1 年間か

けてすり合わせを行った。理学療法士の職域確保という意味で、地域包括ケアなど

の単位も必要となった。柔道整復師との比較という感情論だけではない 

大分大学 河上：実習 4 単位増という事は専門学校では 6 週間、大学では 4 週間実習が増

える。4 週ないし 6 週は就職して 5 月には超えてしまう。それよりも学生の間は学

内でしか教育できないことを教育すべきだ。97 単位について時間をかけて議論し

た。拙速な議論で変えるべきではない。それよりも教員も増やすべきだ。 



 

 

 

黒 川：実習 4 単位を増やすことに賛成の人はどれくらいいるか。挙手してほしい。 

（挙手）賛成 40 人（約 120 人中）くらいか？ 

黒川 実習ではなく、全体が 101 単位になる事はどうか。挙手してほしい。 

（挙手）反対 ？ （挙手）賛成 ？ （挙手）わからない ？ 

黒 川 101 単位になる事には「わからない」に挙手した方が多く、賛成、反対ともわずか

だった。増えることに対して積極的な意見があったら聞かせてほしい。 

豊橋創造大学 金井：専門科目だけが重要ではなく、一般教養科目をどう扱うべきと考えて

いるのか。教えてほしい。 

網 本：リベラルアーツが重要という事は論を待たないが、教育対策本部案では一般教養を

変更していない。 

豊橋創造大学 金井：学生は選択科目の履修を最低限にするので、一般教養を取らなくなる

だろう。問題だ。 

杏林大学 門馬：101 単位なのか実習 4 単位なのか重要だ。101 単位の議論のほかに 4 年制

化の議論をしているのか。 

網 本：公式には議論していないが、3 年制では 101 単位を履修することは厳しいというニ

ュアンスがでている。需給検討会の議論にも絡む課題だ。 

黒 川：学校協会では 3 年制学校から反対があり、まとまらなかった。次の改定で議論する

という話が出ている。 

杏林大学 門馬：教員数を増やす要望を理学療法士協会、作業療法士協会が出したのに学校

協会が反対した、4 年制化も反対した。教育の質を上げなくてはならないのに学校

協会は何を考えているのか。 

網 本：私も同意見だ。 

黒 川：個人的には同意するが、H24 年度に林委員会が 4 年制化を検討した。学校協会に

は経営者もおり、まとまらない。次回の改定で議論したい。 

山形県立保健医療大学 伊橋：林義孝先生の委員会の後に居村委員会では 4 年制教育の答

申があった。協会の諮問を受けての答申だ。何十年も前から 4 年制化方針が出て

いる。答申をどう扱うか協会にビジョンがない。どう考えているのか。 

網 本：厚労省から年限はいじらないでくれと言われた。そこで教員数を増やすべきだとい

う教育対策本部案を出したが、3 協会の議論の過程で教員増がなくなった。 

北里大学 松永：そもそもこの会は何の目的で集まったのか。検討を教育対策本部に預ける

にしても中身の議論をしないと任せられない。大学は単位を減らせと文科省から

言われた。今度は増やせと言われている。疾病構造に薬理、救急救命を入れて 2 単

位増は理解できるが、地域理学療法学に 2 単位といわれても何を増やすのか。地

域理学療法学の中で見学に行けば、2 単位増やすことになるのか、地域理学療法学

の中で何が足らないのか。実習は何が足らないのか。増やすべき内容を示してほし



 

 

い。 

黒 川：具体的な案を持ち合わせていない。臨床実習は具体的に患者を診ることだと思う。

地域理学療法学は講義・演習の範囲であり、中身を明確にするにはシラバスを作る

必要がある。実習はシラバスを作ることは難しい。実習について学校が実習地に対

して希望を言うことはできるが、最終的には実習地に任せるしかない。検討会のテ

ーブルに出していかないと議論が煮詰まっていかない。 

網 本：教員の立場としては地域理学療法学 2 単位を増やせと言われた場合、何を教育す

ればよいのか困る。具体的に何を教えればよいか示してもらいたい。中身はこれか

ら教育対策本部で議論したい。臨床実習の定義もしっかりさせたい。実習の形態は

今までとは異なり、柔軟に対応したい。 

北里大学 松永：中身が今後であれば、議論の中身をオープンにしてほしい。今後どのよう

に進める予定なのかも示してほしい。 

網 本：おっしゃる通りだ。 

大分大学 河上：11 月に委員会が立ち上がるとのことだ。それまでに我々の意見を吸い上

げ、フィードバックしてほしい。半田会長だけの意見では困る。個人的な意見を言

われても困る。 

網 本：11 月 5 日に教育対策本部を開く予定だ。101 単位自体が認められるのか、実習 4

単位増はどうなのかを議論し、道筋・中身を示していきたい。 

日本保健医療大学 江口：いろいろ教授しなくてはならない内容が増えている。他職種との

比較はいかがなものかという意見もあったが、国家試験において 4 者択一が多い

看護師と比べて、理学療法士国試は X2 問題が多い。単位を増やしてもよいのかと

も考える。しかし、臨床実習は学生にとって不公平だ。実習地によっていろいろあ

り、もう少し均一な実習にすべきだ。理学療法学科の学生は実習が終わるともう行

きたくないというが、他職種はもう 1 度行きたいと言うようだ。病院は今後一緒

に働く新人には力を入れて教育するが、6～8 週でいなくなる学生はどうしても片

手間になる。理学療法士のライセンス取得後に実習する案はどうか。卒業前の実習

単位増はいかがなものかと考える。 

網 本：ライセンス取得後の実習はいい案であり、昨日の学会でも議論された。単位を増や

した場合の中身を議論しているが、これ以外の課題、SV がすべて経験年数 5 年以

上ということはどうか。 

国際医療福祉専門学校 佐藤：SV の資格要件が経験 5 年も気になった。全員 SV が 5 年以

上に越したことはない。実習の 4 単位が気になった。実習地の確保が大変だ。SV

に旨みがない中で 5 年以上かつ研修必須となれば受ける実習地がなくなる。要件

を厳しくしても実践されなければ意味がない。 

北里大学 松永：一教育者として聞いてほしい。今の話は逆行している。学生は先生を見て

学ぶ。レベルの高い教員が必要だ。実習を受けられるほどのレベルの高い病院とい



 

 

うステータスを与えるべきだ。 

網 本：実習地確保という運用面での苦労が多いという意味であり、方向性を否定してはい 

ない。 

国際医療福祉専門学校 佐藤：協会が運用面まで考えてほしいということだ。運用面まで考

えて提案してくれるのであれば、賛成だ。 

北里大学 松永：SV の経験 5 年以上かつ研修必須は賛成だ。病院がどうやって実習を受け

るべきか、個人ではなく病院に実習地要件として何を求めるのかも示すべきだ。 

姫路獨協大学 山本：解釈を教えてほしい。3 分の 2 は医療提供施設とあるが、これは老健

を含むという事で良いか。 

網 本：その通りだ。 

姫路獨協大学 山本：5 割は病院・診療所とある。ややこしい。表現を統一してほしい。地

域包括が 24 時間とあるが、単位でもなく、よくわからない。残り 3 分の 1 も明確

にしてほしい。 

網 本：検討する。 

広島都市学園大学 富樫：どちらが良いかわからない。学内でカリキュラム検討委員会を立

ち上げ検討している。本学は 127 単位、実習 20 単位の予定である。学生の質が落

ちており、実習 4 単位を増やしても、学生の質が上がるとは思えない。根本的な臨

床実習の在り方を検討すべきだ。研修をすることはいいが、どのような研修を行う

のか。不安を煽るだけではだめだ。中身を出さずに賛成・反対と言われても意見表

出できない。決まったらやるしかない。 

黒 川：午前中に総単位数と実習単位増が半田会長の考えを聞いた。土壇場にトップダウン

で変えられて困惑しているが、良い方に変えていかなくてはならないと理解して

いる。 

広島都市学園大学 富樫：半田会長の考え方は見当つくが、他職種を気にする必要がない。

93 単位は最低基準であり、いい教育する方法を考えればよい。 

網 本：我々も 10 月 14 日に 101 単位を聞いた。議論を十分に尽くしておらず、皆様方か

らの意見を伺いたい。 

聖隷クリストファー大学 矢倉：今まで話を聞いていたが、大学の特徴が表れている。読み

替えができるのかということも考えている。大学の特徴があるだろうし、読み替え

も含めて提示してほしい。 

大分大学 河上：指定規則第 2 条 5 項について教えてほしい。大学、大学院で教育に関す

る科目を履修した者とはどういうことか。教職課程を取っているかということか、

大学で教育に関する単位を 1 単位でも取ればよいということか。 

網 本：教職課程を取っていることという議論ではなかった。 

大分大学 河上：大学で教育に関する単位を 1 単位でも取れば経験 5 年以上も研修も必要

なくなると解釈できるが、それではまずいと思う。5 年以上の経験とは実際の実務



 

 

経験であり、産休・育休等の期間は除算するという事で良いか。 

網 本：その通りだ。 

山形県立保健医療大学 伊橋：7 ページ別表の備考 3 項は単位を書き換えただけだと思う

が、これはどういうことか。 

網 本：作業療法士が理学療法士の免許を取る場合適用される。 

山形県立保健医療大学 伊橋：6 ページにも同じことが書かれている。 

黒 川：理学療法士が作業療法士、作業療法士が理学療法士を取る場合だ。 

山形県立保健医療大学 伊橋：そのためだけに書かれたものか。科目をいろいろ組み合わせ

て解釈してよいかということではないのか。 

網 本：確認する。 

広島都市学園大学 富樫：今後のスケジュールを教えてほしい。 

網 本：全体スケジュールとしては 11 月上旬に検討会を開始する。H29 の夏までに検討会

の答申を出し、その後審議会を開催すると聞いている。実施は早くて H31 年度か

ら、または 32 年度になる可能性もある。 

中部リハビリテーション専門学校 佐藤：教員の研修の中身と長期講習の関係を教えてほ

しい。 

網 本：看護教員の研修を参考にしていくが、看護ほど厳しくない。長期講習も一部になる

予定だ。 

東海医療科学専門学校 加藤：長期講習は東京、大阪だけだ。地方から出かけることは大変

である。地方開催が検討されているか。 

網 本：厚労省から都道府県開催を打診された。考える。 

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ医療看護専門学校 加藤：1 単位 45 時間と言われるが、どう解釈すべきなの

か。われわれは出勤から退勤までの時間をカウントしてほしいと言っている。 

黒 川：検討する。九州では細かな指導が入っていると聞いている。 

氏名不詳：6 ページの別表第 1 の 2 の説明と 7 ページが食い違っている。7 ページが誤植

で、6 ページが正しいのではないか。確認してほしい。 

網本 確認する。 

網 本：まとめ 

１．最終案は決定ではなく、我々の意見を加味していく。 

２．101 単位は内容が不明で賛否の意見表出ができない。 

３．臨床実習 4 単位増は反対が多かった。 

４．単位を増やす場合、その中身も示してほしい。 

５．教育全体に関連する、例えば 4 年制化、卒後研修等を踏まえて議論をすすめる。 

黒 川：不十分の点はお詫びするが、学校協会経由でも意見を求める。そのときはよろしく

お願いする。 

以上 



 

 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名 分科会 B（指定規則にかかる教員・臨床実習指導者に必要な研修に関して） 

日  時 2016 年 10 月 16 日 14 時 10 分～ 15 時 40 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス 

出席者 ファシリテータ：大西秀明、日高正巳 

参  加  者：各養成校 参加希望者（７５人） 

決定事項 

（要点） 

・養成校教員および臨床実習指導者の「資格」および「研修内容」につい

てグループワークを行い、発表された意見を諮問対応委員会で検討し、

協会に提出する答申書に盛り込むこととした。 

議事録作成：西村佳代子（日本理学療法士協会） 

大鶴直史（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 大西秀明、日高正巳 

 

≪以下概要≫ 

以下、養成校教員および臨床実習指導者の「資格」および「研修内容」について、以下４

点の論点を基に、説明ならびにグループワークによる意見発表がなされた。 

＜グループワーク＞ 

任意のグループ（10 組）に分かれて、以下の 4 つの論点についてディスカッションし、意

見を発表 

 

論点 1 教育に関する研修は必修か  

論点 2 必要なら何単位 

論点 3 読み替えの是非 

論点 4 たたき台の不要科目、不足している科目 

 

○１組目（発表代表者：赤坂清和、埼玉医科大学） 

論点 1 教育研修はあったほうが良い。教育研修を受けた人もいるので意見として学べる。 

論点 2 単位は、柔道整復師・マッサージ師の単位数との関係もあるが 80 コマでよいので

はないか。 

論点 3 読み替えはできないと困る。 

論点 4 検討できなかった。 

 

○２組目（発表代表者：奥山文男、日本医療科学大学） 

論点 3 読み替えはコアなものだけでも作る必要がある。 



 

 

自己チェックシートを用意して、現在教員をしている者については必要な項目だ

け履修してはどうか。 

論点 4 教員用研修プログラム「医療経済学」は、医療政策や保険制度の動向などを扱うの

か。臨床心理学も追加したほうがよい。ハロー効果、ピグマリオン効果などの紹介

もあるとよい。たたき台をつくった時の参考資料がほしい。教員、実習指導者で共

通の内容があるべき。 

 

○３組目（発表代表者：髙橋裕二、大和大学） 

論点 2 教員用研修プログラムについて、倫理面とそれ以外の学校でも教育としてやってい

ることは読み替えをしてもらいたい。 

臨床実習指導者研修プログラムの教育理論や倫理は、施設によっては教育がなさ

れている場合もあるので読み替えを検討してほしい。 

論点 4 専門教育で各項目の教育があがっているが、教育を理解するものであれば、科目の

分でやる必要性はないのではないか。 

教育方法論は最新では 4 つの項目以外にもほかにあるので網羅してはどうか。 

臨床指導者研修プログラムは、施行されて受講していないと指導者になれないと

なると実習先が減る可能性があるので対応をしてほしい。新プロに入れることも

検討してほしい。また、経験年数がある方にもメリットがあるように協会が動いて

くれるとよい。 

臨床実習の到達度（卒業の到達度）が決まらないことにはプログラムを決めかねに

くい。方法論３番目の実習水準を協会として挙げてもらってどういうことが必要

かを考えることが大事ではないか。 

 

○４組目（発表代表者：得丸敬三、佛教大学） 

論点 1 研修は必要。 

論点 2 単位は履修証明プログラムが出る、文部科学省の認定が出ることを調べたうえでの

提案であり、今回の提案を覆す根拠はないので適切ではないか。 

論点 3 読み替えをしてほしい。厚生労働省長期教育研修と読み替えはしてほしい。少し内

容が古いので最新の情報と合わないかもしれないが、教育のベースを作るという

目的にはかなっている。 

教育研修プログラムと臨床実習指導者研修プログラムで共通のところをつくって、

臨床現場で PT している（臨床実習指導者研修プログラムを修了した）人が教育現

場に行きたいというときに共通の科目は読み替えてほしい。 

教育実習の科目は教育経験で読みかえてほしい。 

非常勤講師として教育に携わっている人にも配慮があればよい。 

 



 

 

○５組目（発表代表者：芳野純、帝京平成大学） 

論点 4 初めて教員になる人には教育方法的なものとして、細かく授業の作り方、シラバス

の書き方、教育目標・授業目標の作り方が重要ではないか。 

困った学生、精神疾患、学習障害のある学生への知識、対応法、精神科へ誘導する

かどうかの線引きを知っていると良い。 

その他 教員になる前、なった後など、研修はいつ行うのか。教育の現場で教えて気づくこ

とがあり、そのあとに受講しないと分からないことがある。半年程度、教員の活動

をしてその経過を踏まえて、その後にという段階をつけてもよいのではないか。 

 

○６組目（発表代表者：武田要、関西福祉科学大学） 

論点 1 質の担保の面からも研修はあってよい。 

論点 4 どういう状況で社会に学生をだすのか、質の担保でいうと、共通の認識を臨床・教

育で持っていないといけない。ミニマムなものでよいので、ゴール設定を協会で出

してもらうことが重要。そのうえで共通のプログラムを精査していく必要があるの

かなと思う。 

実習教育方法、教育評価など、同じ物差しで語っていかなければいけないので、教

員・臨床実習指導者が合同でやってもよいのではないか。臨床実習指導者研修プロ

グラムにもハラスメントを入れてほしい。臨床実習教育の教育評価で出ていたが、

OSCE（オスキー）を入れてはどうか。そこに臨床実習指導者の先生が入る取り組み

もしてよいかも。PTA も含めてかもしれない。 

 

○７組目（発表代表者：時任真幸、神村学園専修学校） 

論点 1 研修は 20 日でいいのか。極力行きたくないが整合性が取れているかどうか。 

教員資格に盛り込まれた場合、いつ実施するのか。1 か月の休みが取れるのか。教

員になってから受けるのなら条項を変えていただかないといけない。 

臨床実習指導者研修プログラムが施行されると、実習先の取りあいになり、学校が

つぶれていくこともあると思う。必須とするならどうすればよいのか。49 回学術大

会（横浜）の学会で秋田県士会が DVD を作っていた。同様のものを都道府県士会

にテーマを変えて作ってもらい、職場で借りて集団でみれば OK としてもらえると

よい。 

そもそも SV が教育方法論に興味があるのかというところで、「折れない心をつくる

には」など興味の持てるものを入れてほしい。また、コーチング学を入れてほしい。 

臨床実習の到達度がそもそも明確ではないので実習水準をはっきりして、協会のほ

うで主導していただきたい。CCS（クリニカルクラークシップ）も統一されていな

いので実習の在り方が統一されていないのではないか。決めていったほうがいい。

新人教育の一環としていれていくべきではないか。 



 

 

 

○８組目（発表代表者：鈴木正則、東京衛生学園専門学校） 

論点 2 80 コマの枠組みは、厚生労働省の長期講習と同じ。他の団体と比べて、それでや

っていこうという姿勢が協会にあるのか。それとも、理学療法士教育に質と時間を

かけてやっていくという姿勢があるのかなど、議論をするための情報がないので

教えてほしかった。 

80 コマは基本的には少ない方ではないか。 

論点 3 読み替えは、新人プログラム、県士会講習などどんどんしてほしい。 

その他 臨床実習指導者研修プログラムの 24 コマは、受講すると一週間程度になる。お金

の話として、スーパーバイザーが研修を受けるとしたらその負担分は施設側か出

すのか、学校側が出すのか、その情報・方向性は？ 

→回答：それはまだない。（大西） 

（発表者）スーパーバイザーの能力を得ることは病院側にメリットがないのでは

ないか。 

→回答：そんなことはないと思う。（大西） 

（発表者）経営者側は金銭的なメリットがないと病院側が出さないかもしれない。

協会として丁寧にお願いしないと現実化しないのではないか。 

 

○９組目（発表代表者：河野健一、国際医療福祉大学） 

論点 2 集中講義をイメージされているのか？ 

→回答：まだ決まっていない。日本理学療法教育学会や全国大学理学療法教育学会、

生涯学習機構の講習会等や E-learning でできればよいのではと個人的に思ってい

る。（大西） 

（発表者）e-ラーニングをもちいたほうがやりやすい。教育実習は現場で学生にむ

けてやるというイメージか。 

→回答：教育実習は、実際にどのように教育するのかを見てブラッシュアップしな

ければいけない。ピアレビュー、チェックするなど、教育実習をする体をとってチ

ェックも受けてクリアするというイメージ（日高） 

（発表者）教育の現場に入ってから、一定期間を設けた中で単位を認めるのでよい

のでは。必要な単位、文科省の認定にしたがわなければいけないのかと。専門学校

は管轄が違うので、文科省に従わなければいけないのかという議論があった。80

単位は多いという印象。 

論点 3 読み替え、研究に関しては論文、大学院、一緒に書いたという証明があれば、読み

替えができるのではないか。 

 

○１０組目（発表代表者：朝妻恒法、福岡医健専門学校） 



 

 

論点 1 なぜ理学療法士教員に教育の必要が出てきたのかという疑問がある。大学の物理の

先生が教育学の研修を受けているのか。そうは言いつつも、厚生労働省の長期講習

を受けているが、１７年前に受講してから、今見ると新しい項目があるので受ける

必要がある。 

臨床実習指導者研修プログラムは、スーパーバイザーへの教育が必要だと思う。 

論点 3 厚生労働省の長期講習を昔受けた方については単位の互換があったほうがよい。 

    スーパーバイザーは教育講演などを使えばよいのではないか。 

論点 4 問題のある学生 LD、ADSD への対応の科目が必要。 

クリニカルクラークシップは、学校ごとに指導すると実習施設は、それをやらない、

CCS のみなどバラバラになる。協会主導で指導してほしい。 

臨床実習指導者研修プログラムに、ハラスメント教育（特にパワハラ）必要。 

 

○まとめ（大西秀明） 

教員の研修については、専門職を養成するという特殊なところで医療職のバランスを見て

取り組んでいく必要があるのではないかと感じている。全員参加者から、おおよそ 80 コマ

はまあまあ妥当というご意見を頂いた。 

ただし、すでに教員をしている方の読み替えが必要。どういう方法で読み替えるか。どのく

らい全国の各地域で開催できるか。移行期間、指定規則が変わったらすぐというのは現実的

ではないので、現実的な方向で答申を出したいと思う。 

ハラスメント、学習障害者の指導など入れる。e-ラーニングを活用してお金のかからない方

法を模索することや、臨床実習指導の教育内容の共通化という点から、臨床実習指導者用の

研修会と教員用の研修会の内容で重複する内容があった方がいいという意見を複数頂いた。

委員会は答申を出すと、そのあとの決定の権限はないが先生方の意見というところで持っ

ていきたい。 

 

○質疑応答 

・新潟保健医療専門学校 海津 貴裕 

協会からの諮問の内容としては、教員、指導者の必要な能力の調査とあって、なにができた

ら理学療法士なのという PT としてのコンピテンシーがまずあって、その先にこのプログラ

ムを実施すれば目的が達成されると思うが、教育学会、協会、学会としてどこまで進んで協

議されているのか。 

回答（日高正巳） 

どこまでなのか、少なからず C グループが実習の水準、これだけは経験しましょう、計画

に留めましょうということを議論している。臨床実習の手引き見直しの中で学生の間にや

っていいこととやってはいけないことの線引きは進んでいる。最終的にどのくらいの能力

を持った人が出るのか、人材対策の黒澤先生と議論した。どれだけの知識、臨床経験を持っ



 

 

た人が社会からお金をもらうのかということ、人材育成のキャリアラダーで１、2 年目まで

はここまでにしようということが議論されている。生涯学習機構で臨床研修のことは作っ

ている。生涯学習機構から各都道府県に投げるところまで進んでいる。 

 

＜その他、書面上での意見＞ 

・ 実習指導者側こそ技術（OSCE など）をしっかりできるように、技術に関する研修があ

ってもよいのではないか。 

・ コミュニケーションスキルに関する研修内容もあってよいのではないか。 

・ 前提として、教育研修プログラムの対象および基準は何か。 

・ 専門学校教員への適用はどうするか。大学教員と同じか。 

・ 倫理学に関する項目は新プロにもあるため不要である。 

・ 専門教育の項目に関しては、経験レポートや専門および認定理学療法の取得で読み替え

可能ではないか。 

・ 研究の項目に関しては、筆頭かつ指導歴が明らかな論文提出により読み替え可能ではな

いか。 

・ 教育実習や臨床実習教育実践論の演習をどこでどうやるのかイメージができない。実現

可能性はあるのか。そのための研修施設や大学を設けてはどうか。 

 

                                 以上 

 



 

 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名 分科会 C（臨床実習指導の手引き改正について） 

日  時 2016 年 10 月 16 日 14 時 10 分～ 15 時 40 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス 

出席者 ファシリテータ：間瀬教史、中川法一 

参  加  者：各養成校 参加希望者（３９人） 

決定事項 

（要点） 

＜臨床実習教育の手引き改定版のポイント＞ 

１）指導形態としては、クリニカルクラークシップ（CCS）を中心に提示 

２）臨床実習検討委員会最終報告書（厚生省健康政策局）の４条件を網羅 

 

＜クリニカルクラークシップ（CCS）の要点＞ 

１）学生の診療に関わる単独行動を容認しない 

２）学生が考えたプログラムを患者で試さない 

３）常に指導者とともに臨床活動へ参加をする診療参加型実習 

４）評価、プログラム作成を学生とともに行う指導者の認知スキルを開示

し理解させる 

議事録作成：齊藤桃子（日本理学療法士協会） 

古西勇（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 間瀬教史、中川法一 

 

≪以下概要≫ 

以下、２点の論点を基に、臨床実習教育の手引き改定版の要旨に関して、説明ならびに意

見交換がなされた。 

 

≪分科会での論点≫ 

（１）臨床実習の指導方法について 

 [提案根拠] 

・日本理学療法士協会 教育ガイドライン 

⇒指導形態として、学生が主体となって患者を担当（評価・治療・プログラム作成を一体

的に実施）する形態を排除し、クリニカルクラークシップを基本とすることがガイドライ

ンで提言 

⇒ガイドラインに沿って手引きを改定予定 

 

[従来型の臨床実習体制] 



 

 

・臨床実習指導者が自ら受け持つ患者の中で、学生が担当できる状態の患者（学用患者）

に対して、臨床実習を実施するのが従来の形態 

 

[クリニカルクラークシップによる実習体制] 

１）学生の診療に関わる単独行動を容認しない 

⇒評価やプログラム作成は学生と一緒に作成するのであり、学生単独で行うものでは

ない 

２）学生が考えたプログラムを患者で試さない 

⇒OJT を実施しながら、学生が実施可能となった行為については、指導者が近位監視

の下、患者へ行為を実施する。学生は、実習として参加するのではなく、診療行為の

一環 

⇒学生用の特別な治療プログラム作成、評価、検査測定が実施されてはならない 

３）常に指導者とともに臨床活動へ参加をする診療参加型実習 

⇒実習指導者と学生が 1 つの診療チームとなって取り組む 

⇒指導員の受け持ち患者は、すべて学生もチームの一員として、患者の症状を問わず

関わりをもつ 

４）評価、プログラム作成を学生とともに行う指導者の認知スキルを開示し理解させる 

⇒学生考案のプログラムを患者へ実施することがあるが、本来は、正しいデータ分析、

プログラム作成過程の共有し、指導者（理学療法士）が考案したプログラムに学生が

参加すべきである 

⇒診療の枠内で学生がどの部分に参加可能かを探すことが、指導者の役割の１つ 

⇒スキルは、運動スキル（操作性の技術）と認知スキル（解釈や経験に裏付けられたツ

ールの使い方）に分けられ、経験等に基づく認知スキルを開示し、理解促進を図る 

⇒背景によって評価の解釈は違うことを理解させる 

 

（２）臨床実習における成績評価～学生が行う行為の水準の検討から～ 

[臨床実習における医行為の法的位置づけ] 

４つの基本的条件下で医学生が行う医行為については医師法の違法性は阻却される、とい

う考えが提示 

１）学生に許容される医行為の水準、 

２）臨床実習の指導医 

３）医学生の評価、４）患者もしくは患者の保護者などからの同意と事故補償 

⇒理学療法教育における臨床実習では、項目１）学生に許容される医行為の範囲とその

水準は不明確であり、厳密に言えば、基本的な指針が示されているのは、項目２）の

みではないかと考えられる 

 



 

 

 医学生の臨床実習の指針のもう一つのポイントは、医行為水準Ⅰの内容と到達目標が

（水準Ⅱの場合は見学・介助して・・・できるという形で）対応しているということであ

る。 

 

[学生に許容される医行為の水準] 

・学生が行って良い行為と行うべきではない行為がどのようなものかを提示した上で、臨

床実習を実施すること 

・水準提示を手引きに掲載するだけではなく、指定規則などの公的文章にどの程度組み込

めるかが最終的な課題 

 

[臨床実習において学生に許容される基本的な理学療法技術の水準（案）] 

１）水準Ⅰ 指導者の直接監視下で学生により実施されるべき項目 

⇒監督下であれば、実習生が実践可能な行為 

学生が習得すべき技術という意味では、臨床実習が終了時には、対象者に実施でき

ることが望まれる技術項目 

２）水準Ⅱ 指導者の補助として実施されるべき項目および状態 

⇒高リスクの当該部位以外は水準Ⅰとしての参加は許容されるといったような条件が

設定される予定 

⇒高度な技術（スキル）やリスク管理が要求される技術項目であるが、見学に終始す

るのではなく「指導者の手伝い、補助しながら経験する」程度のレベル 

３）水準Ⅲ 見学にとどめておくべき項目および状態 

  ⇒リスクや侵襲性が高く見学にとどめるべき行為 

 

理学療法の場合は患者さんの状態によってリスクが大きく変化することを考慮し、原案で

は、急性期や症状が強い場合は水準Ⅱとしてある。分科学会からご意見をいただいたものが

現在の内容であり、物理療法に関しては物理療法学会から提案されたものを反映している。

再度、広くご意見をいただき公表する予定である。パブリックコメントの募集については検

討中。 

 

 以上の論点、すなわち指導方法についてクラークシップを詳しく検討していくことに関

して、水準に関して（広く学生評価に関して）、ご意見を伺いたい。 

 

（３）その他 

・〇〇法と呼称される手法に関して、水準の中に入れておいた方がよいかについて意見を

伺いたい 

 



 

 

≪質疑応答≫ 

■質疑１（専門学校白寿医療学院：熊野貴紀） 

熊 野：学生考案のプログラムを患者で試さないとあったが、その点の認識が指導者の中

で統一されていない。指導者側から、どのように学生の能力評価するのかという

声も聞かれる。指導者が学生を評価することに関する、中川先生の考えをお聞き

したい。 

中 川：各養成校の教育理念（どのような人材を育成したいのか）によって、変わってく

るのではないか。あくまでも臨床実習は、学内教育で得た知識や技術の臨床現場

での生かし方を学びに行くことであると考えている。どの程度の体験や実施が可

能であるのかは、学生が臨床実習を終えて持って帰ってくる成果である。 

熊 野：可能であれば、協会で統一の評価フォーマット等を整備していただきたい。学校

側が求める内容によっては、臨床実習を受けられない施設もある。 

中 川：手引きの存在を知らない施設や養成校もあったのではいか。まずは、改定版を会

員施設へ浸透させることが必要である。その上で、各養成校でテキストとして利

用し、指導者を教育していただきたい。指導者の育成も学校側の責任の１つであ

り、臨床能力を担保できる教育を行うにあたり、各養成校が使用するテキストが

異なっていてはいけないため、改定を実施する。 

 

■質疑２（東北保健医療専門学校：佐藤美加） 

佐 藤：本校で、手引きを指導者全員へ配布した上で、必ず会議の場で読み合わせを行っ

ている。水準や経験値の蓄積について議論がなされ、経験値等の基準に関する表

や文言を盛り込んでいただきたい。 

中 川：水準Ⅰで提示した内容は、学生が経験することが推奨すべき項目であり、まずそ

の部分を理学療法の臨床実習においては、経験することを推奨する基準としてい

る。 

間 瀬：経験値が指すものは、例えば MMT を 10 例は行ってほしいという意味合いでの

経験値であるか。 

佐 藤：臨床実習を複数施設で経験する中で、卒業までの間にどの程度経験させるべきな

のか。最低限経験しておくべき検査項目や運動療法、疾患等が分かれば、複数回

経験する実習の中での計画も立てやすい。実習施設に対しても基本的な理学療法

に関する内容を依頼しているが、様々な事情や指導者の考え方によって複雑な事

例を経験することもあるため、推奨という形で構わないので経験値の基準を明示

していただきたい。 

中 川：1 回でマスターできるものとそうでないもの、学生の得手不得手があるので、回数

性は難しい。 

間 瀬：習熟度はどうしても指導者の判断が入ってくるが少なくとも水準Ⅰは実施のレベ



 

 

ルに到達することが望ましい。 

中 川：世界的にみてもスタンダードはない。今回提案した水準も一つの方法に過ぎない。

ポイントは、学生を机から離して、OJT でトレーニングするという点である。学

校でオリジナリティがあるものを提案できればそれでも構わない。あくまでも、自

分の勉強のために検査測定をして、レポートを書くために・・・ということがない

状態を作らないと臨床実習は社会に認められないという患者本位の前提に立って

いる。 

 

■質疑３（宮崎医療福祉専門学校 本田隆広） 

本 田：〇〇法と呼称される手法の記載については、賛否両論あると思うが、記載しても

よいのではないか。 

従来のレポート中心の形ではなく、参加型の実習を進めていきたい。その中で、

学校側が指導者を教育する必要があるが、学校側と指導者との温度差を感じるこ

とがあるがいかがか。 

中 川：養成校の教員は本会や医学会全体の流れを知っており、変わっていかなければい

けないとう意識はあるが、具体的にどのようにしていけばよいか代替案がない状

況がある。臨床の指導者は、徐々に変化しつつあるが、数十年同じベクトルで臨

床実習を実施してきた。 

現在、最も議論しなければならない点は、患者に迷惑をかけていないかという点

だ。指導者に教育倫理を理解してもらう必要がある。 

学校側は学生の教育担保であるが、臨床（施設）側は患者の診療担保が重要であ

り、そこへどのように学生を参加させるかを学校側と指導者で協議する必要があ

る。 

 

■質疑４（群馬医療福祉大学 柴ひとみ） 

柴  ：人数が少ない施設はクリニカルクラークシップを行うことを躊躇しがちである。 

１対２モデルを本校でも実施し、２人で１症例をレポートにまとめる作業が大変

であったとの感想の反面、様々なディスカッションを通じて考えがまとめる点に

関しては良かったとの意見が挙がっている。 

１対２モデルを実施する際に、レポートのまとめ等は学校単位で考えていくもの

であるのか。また、その形で上手に実習を行える方法があれば提示いただきた

い。 

中 川：クリニカルクラークシップの進め方に対する標準モデルはない。個人的に推奨す

る１対２モデルは、例えば指導者が受け持つ患者が 10 人いるとし、そのうち 5

人に対して学生を１人クラークとする。もう 1 人の学生を残りの 5 人のクラーク

とする。学生 1 人と指導者との関係の助手的な役割としてもう１人の学生を配置



 

 

し、実際に患者を指導しているのは１人の学生であるが、もう１人の学生はその

様子を観察する。 

    指導者を増やさないことが重要で指導者が順々に変わると学生に混乱をきたす。 

    レポートについては、果たして何のために作るのかを考え直すべきである。現場の

先生は学校側が求めるから書かせる。先生はレポートを見ない。なぜなら、指導者

の手が入っているから。それでいいのか。ロジックでものを書かせるのならペーパ

ーペイシェントで書かせる方がよい。情報を集めるようなフォーマットに変えて

いかないといけない。臨床実習をしてきたという証拠、担保として提出させるとい

う時代ではもはやない。 

 

■質疑５（豊橋創造大学 仙波浩幸） 

仙 波：時代が複雑化し、学生を取り巻く環境も様々である。指導者の何をどの程度教え

たらよいかわからないとの意見もある。学校側が概要を提示しても、具体的に示

さなければならない状況である。具体的に水準をはっきりと示すことで、両者に

とっての標準的な指針になり、理解が深められるのではないか。 

 

■質疑６（筑波大学附属視覚特別支援学校 長島大介） 

長 島：前回発行時から約 10 年たっているので、新しい形で作ってはいかがか。 

より活用してもらうにあたっては、水準項目等をオンライン化して、チェックリ

スト等作成し、指導者がオンライン上で記載できるような形もいかがか。指導者

がオンライン上にアクセスすると、学生のこれまでの実習地での経験を確認でき

ることによって、今後の実習内容を決める参考になる。 

 

■質疑７（常葉大学 保村譲一） 

保 村：臨床実習は様々な問題を抱えており、学校の組織の違いや、実習を付属機関で実

施可能か否かも状況は様々だ。テクニカルなものは、教育機関の裁量に任せるべ

きであり、実習を受ける施設側もその裁量に任せるべきである。大学教育であれ

ば、必修項目と選択項目に分かれるが、専門学校はすべて必修である。その点

は、卒業単位以上の問題として、協会はガイドラインに明記すべきである。 

卒後教育の問題については、レジデント制を敷くべきであり、卒前教育における

臨床実習の目標をどこに設定するのかが問題である。 

臨床実習指導者の資格要件を限定すべきであり、認定理学療法士（臨床教育・学

校教育）や専門理学療法士（教育・管理）のいずれかを取得していない臨床実習

指導者にはなれない制度に変えていくのが協会の役割ではないか。 

以上 

 



 

 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名 分科会 D（地域予防領域のコンピテンスに関して） 

日  時 2016 年 10 月 16 日 14 時 10 分～ 15 時 40 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス 

出席者 ファシリテータ：森本榮、佐々木嘉光 

参  加  者：各養成校 参加希望者（２０人） 

決定事項 

（要点） 

地域・予防領域のコンピテンスに関してグループワークを行い、以下の 

意見が集約された。 

①地域・予防領域で必要な理学療法士の能力、コア・コンピテンシー 

 ・評価・分析する能力 

・多種多様な方々や疾患に対応する能力 

・地域資源の評価・課題分析を遂行できる能力 

・費用対効果を考慮した関わりを遂行できる能力 

②教員の社会貢献 

 ・地域事業に参加 

・地域産業とコラボレーションした地域支援事業 

 ・卒前教育の充実化 

議事録作成：犬飼康人（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 森本榮、佐々木嘉光 

 

≪以下概要≫ 

別紙資料の内容に関して、佐々木協会常務理事から講義形式にて説明が行われた。回復時病

院退院後のリハビリテーション開始までのタイムラグをどのように埋めていくか、住民主

体の自助・互助力を高める介護予防事業で理学療法士が活躍するには、どのような卒前教育

が必要とされるか、治す理学療法から、予防理学療法、支える理学療法へとシフトしていく

ことが重要視されている中で、卒前教育ではどのような取組みが必要とされるか、の 3 点

を特に強調されていた。その後は 4 ～ 6 名程度のグループワークが行われた。グループワ

ークの論点は、①地域・予防領域で必要な理学療法士の能力は何か、②理学療法士が、地域・

予防領域で能力を発揮するうえでの必要なコア・コンピテンシーは何か、③教員の社会貢献

としてどのようなことが考えられるかの 3 点について活発なディスカッションが行われた。 

①地域・予防領域で必要な理学療法士の能力は何か。 

 ・集団に対する指導力 

 ・対象者だけでなく、他職種とも円滑に事業を進められるコミュニケーション能力 

②理学療法士が、地域・予防領域で能力を発揮するうえでの必要なコア・コンピテンシーは



 

 

何か。 

 ・様々な場面での応用力 

 ・機能を評価できる能力 

③教員の社会貢献としてどのようなことが考えられるか。 

 ・現状としては、地域・予防領域で社会貢献している教員自体が少ない。 

 ・まずは、地域・予防を卒前教育に取り入れていくには教員自体がもう少し経験を積む必

要がある。 

 ・現状としては、臨床の理学療法士が積極的に予防に介護予防事業に取り組むのは難しい

ことが多いと考えられるので、積極的に養成校で市町村の介護予防事業を引き受けてい

くことが社会貢献にも繋がるのではないか。 

等の意見が各グループから出された。 

さらに、グループワークの中では上記の内容に加えて、まずはそもそも地域リハビリテーシ 

ョンや予防理学療法という言葉だけが先走りしており、各教員の価値観で授業が行われて

いる風潮を感じるとの問題点も挙げられた。その改善策としては、協会が主体となり地域の

教育モデルを作成することが必要だという意見が出た。また、そもそもスポーツリハビリテ

ーションの分野などでは、予防も含めた内容が網羅されているのに、予防理学療法という言

葉自体に違和感があるとの意見もあった。卒前教育でどこまでを必須にするかに関しては、

どのグループも明確な意見は出なかったが、教員が引率して介護予防事業に連れて行き、学

生に経験させることが一番重要ではないかという統一の見解に至った。介護事業の見学（経

験）も臨床実習の時間数に含めることが可能となれば各養成校も積極的に取り組むのでは

ないかとの意見も出た。 

 

以上の意見を踏まえ、総合討論で以下のとおり報告した。 

○地域・予防領域で必要な理学療法士の能力は何か、コア・コンピテンシーは何か 

「地域」「予防」の定義や範囲が不明確で、範囲が広く、現場との整合性がとれないため、

難しい。＊コアカリキュラムとの整合性も取れていない。 

 評価・分析する能力、EPDCA の能力は、急性期から予防・地域まで、領域に関係なく、

理学療法士に必要な能力であり、重要ではないか。 

 多種多様な方（子供から労働者、高齢者まで）や疾患に対応する応用力 

 地域資源の評価・課題分析 

 一般の企業に参入した場合に、労働生産性などの費用対効果を考えた関りができる 

 集団・多職種を相手に指導・助言ができるコミュニケーション能力 

 教員（参加者）自身が、予防・地域領域の経験がないため、地域・予防領域におけるコ

ア・コンピテンシーのイメージがわかない。教員自身が地域・予防理学療法の経験をし、

学習するする必要性を感じた。 



 

 

○「地域・予防領域で必要な理学療法士の能力」を身に着けるための卒前教育はどのような

ことが考えられるか。教職員自身の経験学習の機会をどのようにすればよいか。 

 教員が地域の現場にはいって、学ぶこと（地域リハビリテーション活動支援事業を教員

へ依頼する等）。地域ケア会議や介護予防事業など、平日の日中に行われている現状に

おいて、教員は参加しやすい。社会貢献にもつながるのではないか。 

 地域活動の経験を臨床実習で行えるようにする（教員がカリキュラムとして地域活動

をすることとし、それに学生がついていくなど）→社会貢献にもつながるのではないか

（年に 3 日、24 時間、地域支援事業に関わることとしてはどうか。） 

 臨床実習施設にもお願いをして、学生に介護保険等の経験をさせてほしいと依頼する。 

 診療報酬・介護報酬等の制度の変化は大きく、学生に伝えることは重要ではあるが、制

度論はなかなか伝えにくいので、PBL で学習させることはできないか。 

○教員の社会貢献としてどのようなことが考えられるか。 

 地域事業に実際に出向く（地域サロン、企業で腰痛・肩こり予防、尿失禁予防） 

 地域産業とコラボレーションした地域支援事業 

以上 



 

 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名 分科会 E（これからの専門学校教育に関して） 

日  時 2016 年 10 月 16 日 14 時 10 分～ 15 時 40 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス 

出席者 ファシリテータ：酒井吉仁、吉元洋一 

参  加  者：各養成校 参加希望者（３３人） 

決定事項 

（要点） 

これからの専門学校教育に関してグループワークを行い、以下の意見が 

集約された。 

①専門学校教育の特色とすべき点 

・実践的な知識・技術の習得と医療人としての倫理観の育成 

・養成校が所在する地域に地域包括ケアシステムに対応できる人材を 

輩出 

②大学教育が標準化された場合の対応 

 ・専門学学校から専門職業大学への移行 

 ・大学、専門学校、専門職業大学における違いの明確化 

議事録作成：齊藤慧（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 酒井吉仁、吉元洋一 

 

≪以下概要≫ 

 別紙資料に関して、酒井日本理学療法教育学会常任運営幹事から講義形式にて説明が行

われた。講義では現在の理学療法士教育には地域包括ケアシステムに対応できる人材の育

成が求められていることが周知された後、理学療法養成施設の現状と高等教育機関のあり

方についての説明がなされた。講義の後に全体での討議に移り、①専門学校教育の特色につ

いて、②大学教育が標準化された場合の対応についての 2点が討議された。 

 

＜専門学校教育の特色について（実例）＞ 

 学内での実践教育、患者に対する評価の実践 

 リハビリテーション職種による連携教育の推進 

 充実した実技教育の実践 

 少人数制によるきめ細やかな教育の実践 

 実践的な知識・技術の習得と医療人としての倫理観の育成 

 

これらの実例について、専門学校教育のみならず大学教育でも行うことができるとの意

見があがり、専門学校教育でしか行うことができない教育について議論が展開していった。



 

 

専門学校の特徴として①入学者の大多数が地元出身者であり、その大半が地元施設に就職

すること、②社会状況を反映したカリキュラムを設定しやすいことの 2 点があげられる。

これらの特徴と地域包括ケアシステムに対応できる人材育成が求められている現状をふま

えると、専門学校教育は社会状況に対応したカリキュラムへの転換を図り、養成校が所在す

る地域に地域包括ケアシステムに対応できる人材を輩出することを特色とすべきなのでは

ないかとの意見がでた。 

 

＜大学教育が標準化された場合の対応について＞ 

 討議の前に酒井日本理学療法教育学会常任運営幹事より専門職業大学についての説明が

行われた。専門職業大学とは幅広い教養を学ぶ大学や技能に特化している専門学校とは異

なり、卒業単位の 3〜4 割以上を実習科目として、専門技術を持つ人材の育成を目的した養

成機関である。今後、専門学校は専門職業大学へと移行できる可能性が説明された。それに

対して、参加者からは専門職業大学への移行を前向きに検討したいとの声も聞かれたが、移

行するために満たすべき要件や移行に伴い必要となる費用の補助の有無などを合わせて検

討したいとの意見が多数であった。 

 また、専門学校と大学の違い、および専門学校間の違いを明確化するためにも国家試験合

格率のみを開示するのではなく、卒業率や卒業生の学会参加率や学会発表率なども開示で

きるような制度を作るべきであるとの意見があった。そうすることで、専門学校と大学との

違いが明確となり、入学希望者は養成校の特色を十分に理解したうえで自分が進むべき養

成校を選択することができるのではないかとの意見があがった。 

 

以上 

 



 

 

平成 28 年度日本理学療法士教員協議会 議事録（分科会総合討議） 

 

委員会名 日本理学療法士教員協議会 

会議名等 分科会総合討議 

日  時 2016 年 10 月 23 日 15 時 50 分～  17 時 00 分 

場  所 首都大学東京 荒川キャンパス  

出席者 司 会 者 ：居村茂幸 

分科会報告者：網本、大西、間瀬、佐々木、酒井 

参 加 者 ：養成校等の協議会出席者 

決定事項 

（要点） 

 指定規則の検討では今回出された意見を取り入れて議論すること。 

 教員や実習指導者の研修の検討では最近はスーパーバイザーではな

く、メンターを使おうという議論がある。検討すること。意見も今後の

ディスカッションで取り入れること。 

 臨床実習の手引きでは、今回出された意見を取り入れて議論すること。 

 地域を科学することは難しい。介護保険が制度化され、理学療法士が地

域へ出始めてから、まだ 15 年だ。教員が育っていないのも当然だ。教

員を育てるのはどうすればよいかということも議論すること。 

 専門学校のあり方については議論が多岐にわたった。センター試験に

変わる統一試験で基礎学力を見るのがよいかもしれない。 

議事録作成：小野田英也（日本理学療法士協会） 

正木光裕（全国大学理学療法学教育学会、新潟医療福祉大学） 

内容確認：ファシリテータ 網本和、大西秀明、間瀬教史、佐々木嘉光、酒井吉仁 

     司会      居村茂幸 

≪以下概要≫ 

総意討論 

居 村：分科会で出た意見を報告していただき、討論したい。私は全大教の理事を行ってい

た。かつ協会の教育制度委員会の委員長でもあるが、本日は全大教の立場で話をす

る。清瀬の開校当時は学校ができて、あとから法律を作った。とにかく即戦力が求

められた時代だ。50 年たって、理学療法士に求められる内容が深く、かつ広くな

った。変革期だ。単位の議論をする場合、理学療法士に求められる姿を十分に議論

する必要がある。国民の要請が何か。そこに応えられなくなったら、指定規則の変

更だ。学生に何を教授すべきで、そのためには何時間必要なのか、議論しなくては

ならない。次の指定規則改正は 10 年後だ。それまでに今から先ほど言った手順を

準備すべきである。 

 



 

 

＜ワークショップの報告＞ 

網 本：分科会 A は多くの参加者があった。初めに制度を説明し、101 単位の是非につい

て議論した。現状 93 単位から 8 単位増えるが、2 単位を除いて、6 単位の中身が

わからず、賛否保留があった。実習 4 単位は反対という意見が多くあった。実習は

そもそもどのような内容を指すのか、何をすれば臨床実習と言ってよいのか、実習

の定義も明確にするべき、どのようなプロセスを経て今の形になったのか、今後の

議論の過程も明確に教えてほしいとの意見があった。 

資料 1 ページ、指定規則第 2 条 5 項は教員の要件である。5 年以上の経験は今ま

で通りだが、研修終了の要件が加わった。ただし、大学、大学院で教育に関する科

目を履修した者は研修を受けなくてもよい。 

    資料 5 ページ、別表 1（2 条関係）の専門基礎分野、「疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進」は 2 単位増えて 14 単位、薬理と救急救命を含むこととした。専

門分野「地域理学療法学」も 2 単位増えて 6 単位となっている。臨床実習が 4 単

位増えた。実習の 2/3 以上を病院又は診療所としていたが、医療提供施設に拡大し

た。これで老健は 2/3 に含まれることになる。 

ガイドラインについて、第 2 項に新たに７号として、教員資格、教育内容に関する

第三者評価受審を明記した。 

第 5 項 4 号に実習 3 分の 2 以上のうち、5 割以上は病院・診療所で行う事、地域

包括ケアに関する実習を 24 時間以上実施することが明記された。この表現がわか

りづらいとの意見もあった。その中身についても意見があった。 

  第 8 項 1 号は SV の資格要件だが、経験 3 年以上であったものを 5 年以上とし、

かつ研修受講も義務化される。SV と学生の比率は 1 対 2 が望ましいとしている

が、いわゆる附属病院等中核施設を持っていればこの基準を緩和してもよいので

という意見もある。単に実習を増やすだけでは不十分で、内容もしっかり議論すべ

きという意見だった。 

大 西：分科会 B では教員資格と研修と SV 資格と研修である。案として、教員は 5 年か

つ研修、SV も 5 年かつ研修の案を提示した。文科省では１２０時間で履修証明プ

ログラムを出すというものがあり、それを参考にして教員用の研修プログラム案

の時間を設定した。そもそも研修が必要かということについては必要だというこ

とになった。また、80 コマの妥当性はおおむね妥当だろうということだった。読

み替えも議論してほしいとのことだった。学習障害者の対応、ハラスメントにつて

も必要という意見だった。教員、SV の研修に共通科目があってもよいのではとい

う意見もあった。 

SV は 24 コマ、E ラーニングを中心の実施。研修そのものは必要という意見だっ

た。 

間 瀬：分科会 C は手引きの改正に関する議論である。指導方法についてはクリニカルク



 

 

ラープシップ（CCS）を中心になっている。もう一つは実習の法的位置づけを明確

にする。医学生が行う医行為は医師法 17 条違法だが、一定の条件を満たせば違法

性が阻却されるとなっている。その条件のひとつが今回手引きで示す予定の内容

の水準である。理学療法実習でも監督下で行ってよい、見学にとどめるべき内容な

どを明確にすることである。指導方法は CCS を導入しているところが多いが、完

全に定着するに至っていないという報告があった。 

実習内容の水準は基準であり、実習の目標にもなる。低リスクの内容は実習終了ま

でに習得するものだ。特殊なテクニックは経験させないようにしてほしいという

意見もあった。学生評価の標準化の要望もあった。水準では情意面の内容は含まれ

ていない。 

佐々木：分科会 D は地域におけるコンピテンシーというテーマである。治す理学療法から

予防理学療法、支える理学療法に変わりつつある。Skill change が必要である。在

宅復帰機能をどうするか。すべての病棟で在宅復帰が求められている。地域リハ後

のポストリハビリの対応を求められている。退院後地域の対応が始まるまでに 2週

間かかっている例もある。これをどう解決していくか、解決する能力を教育で身に

着けさせるか。 

地域予防領域におけるコア・コンピテンシーは何か、地域・予防の定義が広がって

いる、費用対効果（EPDCA）の能力は病期に関係なく、すべての人に必要という

意見だった。地域予防領域では様々な人・疾患に対応することが求められる。地域

資源の評価、課題の分析能力が求められる。費用対効果を考慮した対応も必要であ

る。他職種への指導も必要であり、コミュニケーション能力も必要である。教員の

中には地域の経験がない方もいる。学生や教員がどのように必要な能力を身に着

けるか、具体的な案として教員が地域の現場に出かけること、地域活動の経験をさ

せること、実習地にお願いをして、地域の経験をさせることが必要ではという意見

だった。制度を学生に伝えるのは難しく、問題発見・解決型学習（PBL）が必要だ。

教員の社会貢献をどうするか。地域産業とコラボした地域事業ができないかとい

う提案もあった。 

酒 井：分科会 E はこれからの専門学校教育がテーマである。課題は①専門学校教育の特

色について、②大学教育が標準化された場合の対応についての 2 点である。専門

学校教育と大学の違いは職業教育と全人教育だ。専門学校は即戦力ができるよう

教育を行っている。障がい者スポーツ、他学科とのコラボを行うなど特色がある。

専門学校入学者の多くが地元入学、地元就職が多い。地域貢献を目指す学生もおり、

急性期病院、回復期病院だけではなく、地域での教育を行っているところもある。

関連病院を持っている学校では症例の方を迎えているところもある。少人数の特

徴を生かした教育も行っている。教員が実習地に出向くのも専門学校が多い。大学

卒後の入学者もおり、3 年制学校が必要との意見だった。学生の基礎学力の低下が



 

 

課題という意見もあった。3 年制、4 年制、大学との差を明確にするのであれば、

客観的臨床能力試験（OSCE）で評価することも必要だ。専門学校があることは選

択の幅があり、良いことともいえるが、いろいろな数値を出す必要がある。第三者

評価が必要。専門職大学への移行も考慮したいという意見もあった。4 年制大学へ

の移行する場合、3 年制在学生、既卒者への配慮が必要であり、理学療法士の資格

は同じである。 

 

＜質疑＞ 

新潟保健医療専門学校 海津：何ができたら理学療法士なのかという問いに対してばらば

らだ。理学療法士の素晴らしさを伝えても個人の価値観であり、協会が基準を出す

ことができないか。 

佐々木：コア・コンピテンシーの議論で、リハ専門職の能力としては川越先生が出している。

地域の中で理学療法に求められる能力として評価、見通しを立てて他の職種に伝

えることであり、協会として準備している。法律の中でも考える必要がある。 

酒 井：教育学会で出せないかという意見はその通りだ。以前は教育部が出していた。助言

ということに落ち着いた背景、根拠はわからないが、現実的にはそうだろうと同意

できる。教育学会で議論をして協会に出すことも検討する。 

金城大学大学院 吉元：93 単位から 101 単位に増やすことについて、教科の必要性はわか

るが、実習の 4 単位を増やす場合、現在の到達目標をどう変えていくのか明確に

して欲しい。 

中部リハビリテーション専門学校 村上：CCS を取りいれることは良いことだ。しかし、

CCS を十分に理解せず、CCS を実践していると勘違いしている人もいるので、

CCS の中身も明確に、わかりやすくしてほしい。 

間 瀬：わかりやすい内容を心がける。 

兵庫医療大学 日高：議論の透明化ということで、教育対策本部で議論したいが、地域理学

療法学の中で地域包括ケアに関する 24時間の教育とはトータル 3日という意見だ

った。 

豊橋創造大学 金井：本学も水準が必要とのことで検討しているが、協会の手引きはいつ頃

出るか。 

間 瀬：原案を本日スライドで示したが、もう 1 度分科学会に示して意見集約する。その後

パブコメに出すが、そう遠くない時期になるだろう。 

居 村：統一試験を検討しているようだが。 

間 瀬：全国統一となるとすぐには難しいが、ある程度の指針を示すべきと考えている。 

東北保健医療専門学校 佐藤：実習が 4 単位 1 か月増えるということは、実習地側の受入

の限度があり、実習地が実習受け入れを断ってくることも考えられる。このような

必要性から 4 単位増やしたという強いメッセージを出してほしい。 



 

 

網 本：4 単位は半田会長の思いであり、決定ではない。スケジュールは 11 月上旬に検討

会が立ち上がり、夏に結果が出る。その後審議会に諮り、実施は早くて H31 年度、

おそらく 32 年度だろう。 

金城大学大学院 吉元：卒後研修が必要という調査費が取れるよう折衝してほしい。OSCE

は単位化してほしい。 

居 村：まとめ 

指定規則の検討では皆さんから出た意見を取り入れて議論してほしい。 

    教員や実習指導者の研修の検討では最近はスーパーバイザーではなく、メンター

を使おうという議論がある。検討してほしい。今回出された意見も今後のディスカ

ッションに取り入れてほしい。 

臨床実習の手引きでは、皆さんから出た意見を取り入れて議論してほしい。 

    地域を科学することは難しい。介護保険が制度化され、理学療法士が地域へ出始め

てから、まだ 15 年だ。教員が育っていないのも当然だ。教員を育てるのはどうす

ればよいかということも議論してほしい。 

    専門学校のあり方については議論が多岐にわたった。センター試験に変わる統一

試験で基礎学力を見るのがよいかもしれない。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


