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理 事 コ ラ ム 新生涯学習制度のご案内

始まります！新生涯学習制度
教育局長

いよいよ2022年４月より新生涯学習制度が開始され

早

坂

恵美子

先日のアンケート結果では、約半数の会員が登録理

ます。先日の新生涯学習制度説明会には、多くの皆さ

学療法士になるという回答をいただきました。また、

んにご参加いただきありがとうございました。また、

約半数の会員は前期・後期研修履修中となりますので、

事前に行ったアンケートにもご協力いただき、回収率

登録理学療法士を目指して学習を進めてください。前

68％と多くの会員から回答を得ることができました。

期研修では実地研修として、職場でのOJTが導入され

さて、これまで何度も説明されてきておりますが、

ます。臨床実践力の向上、質の高い新人職員研修の普

今回開始される生涯学習制度の特徴は、前期研修・後

及を目的として取り入れられました。後期研修では症

期研修による卒後５年間の義務教育化、登録理学療法

例検討会への参加が必須となります。当会では引き続

士制度による５年ごとの継続教育の実施です。新しく

き各支部で症例検討会を開催していく予定ですので、

導入される登録理学療法士の制度は、５年ごとの更新

積極的に参加していただき履修を進めてください。

制を取り入れることで生涯にわたり知識・技術の維持・

多くの情報があるため少々複雑な仕組みとなってお

向上が可能になる制度となっています。私たち理学療

りますが、これらの情報は全て日本理学療法士協会

法士には、専門職として自己研鑽を含めた生涯学習を

ホームページに掲載されています。また、当会ホーム

継続して行う責務があります。そこで、登録理学療法

ページでも先日の説明会で使用した資料や、研修会の

士の更新については、今まで以上にオンラインコンテ

予定、更新ポイント付与の情報などを掲載していきま

ンツを活用し、環境やライフスタイルにあわせて、多

す。随時新しい情報をご確認ください。日本理学療法

くの会員が公平に学習を進められる仕組みになってお

士協会は、会員の継続的な研鑽を支援するとともに、

ります。さらに、今までの学会・研修会参加型から職

すべての会員が登録理学療法士になることを目指して

場基盤型研修への展開を重視し、所属施設での取り組

います。多様なニーズ・障害像に対応できる、高いジェ

みを生涯学習制度に活かせる仕組みにもなっておりま

ネラリストとしての能力を持つ理学療法士として、国

す。

民の健康・福祉の増進に寄与すべく学習に取り組んで
いきましょう。
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Q.やっぱりまだよくわかりません。どう
したらよいでしょうか？
A.まずは協会ホームページをご確認くだ
さい。各種動画もあります。当会のホー
ムページにも説明資料がアップされて
います。わかりやすくまとめてあります
のでぜひご活用ください。

Q.前期研修の実地研修について教えて
ください。
A.所属施設でのOJTとなります。特別な
研修を行うものではありません。所
属施設での職場内教育を指し、通常
業務の一環として勤務時間内に行わ
れるものです。

Q.後期研修E領域別研修（事例）症例検
討会の具体的なところを教えてくださ
い。
A.士会主催と士会承認の2種類がありま
す。士会主催は、現在当会の各支部で
行われている症例検討会が該当します。
士会承認は、各所属施設で行われ
ている症例検討会を、要件を満たせば
当会が承認し、開催されるものです。ど
ちらも無料で行われます。

Q.どんな研修会で登録理学療法士の更
新ポイントが取得できますか？
A.専 門 領 域 推 進 部 で 行 わ れ て い る 勉
強会でポイントを取得することができま
す。勉強会には、内容に応じてカリキ
ュラムコードが設定され、30分0.5ポイン
トから開催されます。登録理学療法士は
幅広い知識を持つジェネラリストとして位
置付けられているため、170のカリキュラ
ムコードの中から、まんべんなく学習
することが必要となります。
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Q.診断ツールで前期研修履修中と診断
されました。具体的に何をしたらよい
ですか。
A.前期研修は全てeラーニングで履修可
能です（D実地研修を除く）。必要なe
ラーニングの履修を進めてください。

Q.必要な費用について教えてください。
A.前期研修は無料です。後期研修は1コ
マ300円に設定されております（領域
別研修E症例を除く）。詳しくは協会
ホームページでご確認ください。

Q.登録理学療法士を更新していけるか不
安です。
A.新制度では研修会・学会参加に加え、
職場基盤型研修への展開を特徴としており
ます。オンラインコンテンツの活用、
JPTANEWSで出される問題に回答すること、
また、広報誌への投稿でもポイントを取得
できます。さらに、職場での勉強会も、要
件を満たし、当会の承認を得ればポイント
の対象となります。職場環境、ライフスタイ
ル等どのような環境でも更新し続けられる
仕組みになっております。

Q.認定・専門理学療法士の更新には、
登録理学療法士の更新も必要です
か。
A.認定・専門理学療法士は、登録理学
療法士であることが条件となっており
ます。登録理学療法士を更新しながら、
スペシャリストであるための更新を続
けてください。

職 能 局 活 動 報 告

職能局長 井

上

由

香

令和３年９月25日に、昨年度予定されていた職能局座談会を、１年越しに無事にオンラインで開催することがで
きました。今年度から職能局担当理事になられた３名を中心に、慣れないオンラインでの開催の準備をして参りま
した。詳細は、それぞれの理事より報告がありますので、局長の私からは、職能局の役割・活動についてと、座談
会を開催しての全体的なまとめを書いていきます。
職能局は、医療保険部、介護保険部、業務推進部の３つの部で構成されています。今回の座談会は、医療保険部
と介護保険部中心の企画になっています。また、業務推進部はさらに、地域リハビリテーション連携委員会、訪問
リハビリテーション推進委員会、福祉理学療法領域推進委員会の３つの委員会で構成されています。前記２つの委
員会は、山形県作業療法士会、山形県言語聴覚士会と連携し活動しています。
次に、職能局はどんな役割があり、どんな活動をしているのかをお伝えしたいと思います。まず、職能とは、元
来職務を遂行する能力という意味で使用されていましたが、最近では、社会や組織の中で、その職業が受け持つ役
割という意味で使用することが多くなっています。ということは、我々理学療法士の職能とは、理学療法士の置か
れている環境のなかで、変遷する社会情勢や社会保障制度に柔軟に対応できる能力ということではないかと考えて
おります。また、我々理学療法士が働きやすく、理学療法士の生活が安定する社会の体制作りも含まれているので
はないかと思っています。そこで、職能局の役割と活動は、社会保障制度の変化や地域包括ケアシステムの動向を
見据え、理学療法士として社会に貢献できる人材育成や他職種と連携することです。また、対象者や地域に貢献で
きる体制を作るために、研修会の開催、医療・介護報酬の情報提供及び情報交換等を、他職種と連携し地域活動な
どへの参加に繋がるよう、少しでも有用なことを提供できるように活動を進めたいと考えています。
今回の職能局座談会の目的は、テーマ「医療・介護分野それぞれの悩みや取り組みを共有しよう！」として、医療・
介護現場の実情や悩み、要望について共有し、職場機能の強化や医療介護連携の強化を促進するきっかけに繋げた
いことから開催いたしました。各地区に分かれて、さまざまな領域に所属する会員で構成し、４つのテーマについ
てディスカッションを行い、連携の必要性を強く感じました。また、異なる領域から普段知り得ないことを共有す
ることで、新たな発見と新たな理解を得ることができました。若い会員の参加もあり、普段悩んでいることなども
知り、有意義な時間であったと感じております。今後も職能局では、会員の皆さんに寄与できる様々な企画、活動
を進めていきたいと考えております。是非ともご参加、情報提供をお願いいたします。

令和 3 年度地域ケア会議助言者実務研修会報告
山形済生病院 鈴

木

健

太

令和３年11月28日（日）に、Zoomによるオンライン形式で研修会を開催しました。
はじめに、
「山形県における最近の地域包括ケアシステムの動向」をテーマに、山形県健康福祉部高齢者支援課地
域ケア推進担当主査の紀伊邦彦氏から、次に「理学療法士として地域に寄与するための必要な知識・視点」をテー
マに東根市役所福祉課長寿支援係の今野珠美氏からご講演をいただき、32名が参加しました。
紀伊氏からは「地域包括ケアシステムについて」「地域包括ケアシステム構築推進事業について」「地域ケア会議
の助言者に期待すること」「県の施策」「国の動き」についてご講演いただきました。中でも、
「地域ケア会議の助言
者に期待すること」で35市町村に行った山形県自立支援型地域ケア会議への専門職派遣に係るアンケート調査の結
果が印象的でした。様々なケースに対する的確な助言、通所サービス利用時や自宅内で行える機能訓練等に関する
助言に対して感謝の言葉があった一方で、最低限実践してほしい事があれば提案してほしい、ケアマネジャーがケ
アプランに反映しやすいような日常的なケア内容を提案してほしい、専門用語がわからない、かみ砕いて説明して
ほしいといった要望も聞かれました。助言の質が向上している点については素直に受け入れ、もう少し改善できる
部分については研修会等で研鑽が必要と感じました。
「県の施策」では通いの場でデジタルを活用したモデル事業に
ついて、
「国の動き」では2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題について説明がありました。現状に
満足するのではなく、新たな試みや先を見据えた関わりが必要であることを再確認することができました。
今野氏からは「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」の説明、行政での関わり（地域リハビリテー
ション支援活動、住宅改修・福祉用具購入申請の確認、訪問型サービスＣ）についてご講演いただきました。後半
に事例紹介があり、具体的な関わりについて知ることができました。地域ケア会議では「引きこもり」「うつ」の
項目が問題であれば社会とのつながり、外出機会の創出といった助言になりやすいですが、その方の生活やこれま
での生活史を含め解釈する（専門職の理想を押し付けない）ことが重要と再認識することができました。在宅で生
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活している方への関わりでも、
「生活課題を明確にし、できない要因を細分化する」「できない原因が疾患由来のも
のか、廃用性によるものなのか、改善の可能性はあるのか、予後予測を見極める」ことが必要と改めて考えさせら
れました。
講演いただいた内容を踏まえ、地域ケア会議での助言について今後も自己研鑽し、自立支援や重度化予防に寄与
することができ、地域課題解決につながる関わりができるように努めていきたいと感じました。

か わ ら 版 講 習 会
「コーチングとティーチング」
庄内支部長 五十嵐



めぐみ

最近企業や組織の新人教育としてコーチングが普及されています。社会の変化や生き方の多様化に伴い、自己実
現に向かって主体的に能動的に行動していくことをサポートし、自主自律型の人材を育成することを目的にしてい
ます。理学療法の治療場面でも患者様の目標を導いたり、やる気を持たせたりすることに役に立ちます。またこれ
には、コミュニケーションスキルが必要となってきます。
簡単に説明したいと思います。
１．コーチングとティーチングの違い
コーチング
・質問型コミュニケーションで、自主性を尊重して自ら考えさせる。
・自分の中にある資源から答えを引き出し、自己決定や自己解決を支持すること。
ティーチング
・知識や経験をもとに指示や助言を与えること。
・情報を持っている人が情報を知らない人に情報を伝達すること。
２．コーチングの原則
・答えは相手の中にある。答えは相手が持っているという前提でそれを引き出す。
・相手の味方になる。敵だと思った瞬間、相手は本当の話をしなくなる。
・相手の自主的な行動を促す。あくまでも行動は相手に取ってもらう。
３．コミュニケーションとは
言語的コミュニケーション（バーバルコミュニケーション）
会話や文字など言語的なコミュニケーション
非言語的コミュニケーション（ノンバーバルコミュニケーション）
顔の表情や声の大きさ、視線、身振り手振り、ジェスチャーなどによるコミュ
ニケーション
右図のように、話し手の印象を決めるのは非言語的な要素で、93％の印象が決まる。

somu@took.co.jp

Your Healthy and Active Life With
YAMAGATA PROSTHESES INSTITUTE
あなたの健康で快適な人生の為に、山形義肢研究所ができること

有限会社

山形義肢研究所

ACCESS 山形市飯田五丁目５番３９号

TEL 023-632-5214
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FAX 023-632-5215

４．コミュニケーションの5つのスキル
①環境設定：時間の始まりと終わりを決める。聴くことに集中する。位置と距離の関係に配慮する。
②傾
聴：相手の話したいことを関心・共感を示し集中して聴くこと。
③承
認：常に肯定的に受け止め、見て心で感じたことを言葉で伝えることが大切。
④質
問：相手の中に考えを深めさせ、答えを見つけさせるために有効。
⑤提
案：相手が意見を求めている時にアドバイスをする。相手に選択権があり、指示とは違う。

クリニカルリーズニング
教育局担当理事 荒



井

正

志

日本に初めてクリニカルリーズニングの概念が紹介されたのは約30年前とされます。現在は日本理学療法士協会
の新人教育プログラムにも組み込まれており、その概念は浸透し、実践されております。クリニカルリーズニング
に関して、私自身深い知識は持ち合わせておりませんので、その概念や実践方法などは協会資料や成書にお任せし
たいと思います。
さて、今回は自省の念を込めまして投稿させていただきます。早速ですが、
「エキスパート」とはどのような方で
しょうか？いわゆる熟練者といわれますが、一般的に専門職において熟練者になるためには10年以上の経験が必要
とされます。つまりこれは、経験することの重要性を指し示しております。理学療法においても、経験は質の高い
思考パターンを生み、それが直感力を養い、多くの症例の回復に寄与すると考えられます。しかし一方でこの直感
は黙示的で、直感的な評価や介入の解釈・説明に我々は苦労します。その結果、評価や介入の解釈・説明はおざな
りとなり、根拠が曖昧な直感に頼った場当たり的な理学療法を展開してしまいます。恥ずかしながら、私の中でこ
のような理学療法は少なくありません。
「エキスパート」といわれるセラピストは確かな知識や技術に加えて、コミュニケーション能力、データの収集
能力、知識と知識を統合する能力などを兼ね備えています。そしてもう１つ大事な特性として、批判的思考能力が
挙げられます。自身の評価・介入の根拠を明確にし、その妥当性に内省をかけ、より高い次元の思考をめぐらすこ
とを「エキスパート」は繰り返し行っております。質の高い理学療法を展開する上では、経験による高度な思考パ
ターンや直感力は重要ですが、それが正しいのか常に内省する姿勢も非常に重要であると考えます。当然そこには
多大な労力と時間を要しますが、
「エキスパート」に少しでも近づくために私自身、常に内省をかけながら丁寧に謙
虚に邁進しなければならないと考えております。皆さんはいかがでしょうか。
参考文献
１）公益社団法人日本理学療法士協会生涯学習部：Ｂ－２ クリニカルリーズニング．2017．http://ptnagano.jp/img/file112.pdf  （2021
年９月20日閲覧）
２）Mark A著，藤縄理監訳：マニュアルセラピーに対するクリニカルリーズニングのすべて．協同医書出版社，東京，2010，p ３－26，
428－431．
３）藤縄理：徒手理学療法とクリニカルリーズニング．徒手理学療法．17⑴：３，2017.

オーリンク株式会社
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事務局だより
【会員異動届の手続きについてのお願い】
人事異動の時期になりました。会員の皆様に刊行物が確実に送付できますよう会員異動届の手続き
をお願いいたします。また、施設に勤務されている会員で自宅会員として登録している場合は、速や
かに勤務先を登録し、勤務先を異動した場合は異動申請を行なってください。会員の皆様には、改め
てご自身の会員情報登録状況のご確認をお願いいたします。
なお、登録状況の確認は日本理学療法士協会ホームページの「マイページ」の会員管理－会員情報
確認より行えます。また、勤務先の異動や改姓などの申請は、会員管理－異動申請より手続きを行なっ
てください。皆様に情報が速やかに伝達できますように何卒ご協力をお願いいたします。

編集後記
かわら版通巻27号は、2022年４月から開始される新生涯学習制度について掲載しました。皆さまの疑
問を解消する一助になれば幸いです。
山形県理学療法士協会の会員数も1000人を超え、多様化するニーズに応える高い専門性を持つ理学療
法士が求められています。理学療法は日進月歩であり、その変化に適応していく必要があります。そのため、
対面での研修やオンラインコンテンツ等の多様な学習方法が必要になることが予想されます。
今号の発行にあたり、寄稿してくださった皆さまに心より感謝申し上げます。
広報部

山形県立河北病院

加藤

太祥

023－623－0546
0235－22－0106

■山形支店 〒990－2323 山形県山形市桜田東二丁目1番21号
TEL : 023－642－8153 / FAX : 023－623－5853
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・荘内営業所・鶴岡営業所・郡山営業所・ロジスティックセンター・メンテナンスセンター
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