
【注意】履修登録⽇は、コンテンツ修了⽇となります。認定・専⾨理学療法⼠申請ポイント使⽤時はご注意ください。
【注意】コンテンツによって、申込期間、視聴期間が異なりますので、ご注意ください。
【注意】お申込み後は、いかなる事由においてもキャンセル・ご返⾦は承っておりません。
【注意】新プロ履修単位（新プロ未修了者へ付与）、⽣涯学習ポイント（新プロ修了者へ付与）

 コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費  申込期間  視聴期間
新プロ

履修単位
⽣涯学習
ポイント

 備考

【e-ラーニング】
 認定必須研修会 （運動器）
 ＜2016年度版＞

21686 \7,700 20

【e-ラーニング】
 認定必須研修会 （代謝）
 ＜2017年度版＞

21687 \7,700 20

【e-ラーニング】
 認定必須研修会 （疼痛管理）
 ＜2019年度版＞

22087 \7,700
 2020年4⽉1⽇（⽔）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇） 20

【e-ラーニング】
 認定必須研修会 （脳卒中）
 ＜2017年度版＞

21685 \7,700
 2020年4⽉10⽇（⾦）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇） 20

【e-ラーニング】
 認定必須研修会 （学校教育）
 ＜2019年度版＞

22085 \7,700
 2020年4⽉1⽇（⽔）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇） 20

【e-ラーニング】
 協会指定研修
 ＜2017年度版＞

22086 \7,700
 2020年4⽉10⽇（⾦）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇） 40

【e-ラーニング】
 第55回⽇本理学療法学術研修⼤会
 2020inおおいた

22084 無料
（全会員）

 2020年2⽉3⽇（⽉）
 〜2020年12⽉31⽇（⽊）

〜2021年1⽉31⽇（⽇） C-7 10

※第55回⽇本理学療法学術研
修⼤会2020inおおいたの参加
可否に関わらず受講可能です
※内容①〜⑦までを全て履修
することで履修単位（ポイン
ト）が付与されます

NEW！
 ⽇経BP
 医療スタッフの接遇マニュアル 23584 無料

（全会員）

※本コンテンツは⽇経BPが制
作・販売しているDVDと同⼀
です
※単位・ポイント付与はあり
ません
※視聴定員2,000名（先着順）

NEW！
 ⽇経BP
 ストレスチェックテストを理解する 23585 無料

（全会員）

※本コンテンツは⽇経BPが制
作・販売しているDVDと同⼀
です
※単位・ポイント付与はあり
ません
※視聴定員2,000名（先着順）

NEW！
 ⽇経BP
 セルフケア
 ⾃分を守る！ストレスマネジメント

23586 無料
（全会員）

※本コンテンツは⽇経BPが制
作・販売しているDVDと同⼀
です
※単位・ポイント付与はあり
ません
※視聴定員2,000名（先着順）

NEW！

【管理職向け：⼊会6年⽬以上対象】
 ⽇経BP
 ラインケア
 部下を「うつ」から守る
 コミュニケーション

23587 無料
（対象者に限る）

※本コンテンツは⽇経BPが制
作・販売しているDVDと同⼀
です
※⼊会6年⽬以上の会員のみ視
聴可
※単位・ポイント付与はあり
ません
※視聴定員2,000名（先着順）

NEW！
 脳卒中・循環器病対策基本法と
 理学療法 23574 無料

（全会員）
 2020年8⽉3⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

C-1
C-3 10

※本コンテンツの視聴でC-1
およびC-3の２単位が取得可
能です

 技術編Transferシリーズ
 ＜2015年度版＞ 22091 \2,200

 2020年4⽉1⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

C-4
C-5 10

※内容①②を両⽅修了するこ
とで履修単位（ポイント）が
付与されます

NEW！  理学療法⼠の基礎知識 23576 無料
（全会員）

 2020年8⽉3⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇） C-7 10

※内容①〜⑨までを全て履修
することで履修単位（ポイン
ト）が付与されます

2020年度 e-ラーニング実施コンテンツ⼀覧 （2020年7⽉20⽇更新）
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①技術編T-1：理学療法⼠ならとうぜん知っておくべき基本
②技術編T-2：理学療法⼠が他職種に教える際知っておくべき基本

1.社会保障制度改⾰からみる基本法の背景
2.脳卒中・循環器病対策基本法の現状および概要
3.脳卒中・循環器病に係る政府の取り組み
4.循環器病対策推進協議会における本会からの提案

１．⾃分のストレス状態を知る
２．セルフケアの基本
３．ストレスへの対処法Ⅰ
４．ストレスへの対処法Ⅱ
５．ストレスへの対処法Ⅲ

１．メンタルヘルス対策での管理者の役割
２．「⾏動の変化」に気づく
３．「傾聴」のポイント
４．「つなぎ」のポイント
５．「⾒守り」のポイント
６．職場復帰を⾒守る

０．プロローグ
１．基本的な接遇マナー
２．医療現場でのコミュニケーションスキル
３．ケース別対応:こんな時どうしますか?

①100年ライフと理学療法⼠
②ICFとSPDCA cycle、OODA loop
③呼吸・循環⽣理
④筋⽣理
⑤運動学習
⑥臓器連関
⑦Evidence-based PTと診療ガイドライン

①協会が⽬指す専⾨・認定理学療法⼠の役割
②臨床・疫学研究の推進
③根拠に基づく理学療法
④理学療法ガイドライン
⑤医療安全・労務管理

①教育⽅法論
②教育⼼理学
③教育評価
④専⾨教育⽔準

 内容

①疼痛管理総論
②疼痛管理に必要な基礎知識
③疼痛の評価と物理療法の実際
④ケーススタディ〜疼痛管理〜

①糖尿病の理学療法−基本的考え⽅−
②糖尿病理学療法の評価と安全管理
③糖尿病患者に対する理学療法の実際
④糖尿病合併症に対する理学療法の実際

①膝関節疾患の理学療法
②EBPT、クリニカルリーズニング
③肩関節疾患の理学療法
④股関節疾患の理学療法

①脳卒中急性期・早期の理学療法
②脳卒中の病態と治療
③⾼次脳機能障害の評価と理学療法
④脳卒中回復期の理学療法

０．プロローグ
１．ストレスチェックとは
２．ストレスチェックの実施
３．本⼈への結果の通知
４．⾯接指導と就業上の措置
５．プライバシーの保護と不利益取り扱いの禁⽌
６．エピローグ

 新⼈教育プログラム

必須初期研修（A-1〜A-5）
理学療法の基礎（B-1〜B-4）
理学療法の専⾨性（D-1〜D-4）
理学療法における⼈材の育成（E-1〜E-3）

合計：16テーマ

※2019年度迄の
⼊会者⽤

※2020年度の
⼊会者⽤

※修了に必要なテーマのみの
受講で構いません
※⾃⼰診断テストまで修了し
たテーマにおいて、そのテー
マの履修単位が付与されます

A
B
D
E

①学⽣から社会⼈、医療⼈、職業⼈になるということ
②就業規則・職場⽂化とセルフマネジメント
③社会保障制度、医療・介護サービス提供体制の理解
④障害構造論
⑤各病期と各疾患別リハビリテーション
⑥理学療法の専⾨性と他職種連携・チームアプローチ
⑦理学療法のプロセス
⑧カンファレンスとプレゼンテーション
⑨個⼈情報の管理とSNS活⽤ルール

22089

23536
無料

（2020年度に
    限る）

\8,800
 2020年4⽉1⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

※認定必須研修会ならびに協
会指定研修は、認定理学療法
⼠（新規）取得のための必須
要件となる研修会です
※認定理学療法⼠（更新）や
専⾨理学療法⼠の申請には使
⽤できません
※コンテンツ名には、収録し
た研修会年度を⽰しています
※2020年度は、記載の領域以
外の公開予定はありません

〜2021年2⽉28⽇（⽇）

 2020年4⽉10⽇（⾦）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

〜2021年2⽉28⽇（⽇）

 ※2020年度⼊会者
 2020年8⽉3⽇（⽉）〜

 ※2019年度迄の⼊会者
 2020年10⽉1⽇（⽉）〜

 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

〜2021年2⽉28⽇（⽇）

 2020年8⽉3⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）



 コンテンツ名 セミナーＩＤ 受講費  申込期間  視聴期間
新プロ

履修単位
⽣涯学習
ポイント

 備考

 臨床実習指導者研修会
 ＜2015年度版＞ 22092 \2,200 10

※厚⽣労働省指定の臨床実習
指導者講習会とは異なります
※研修会内容：2015年度

 精神⼼理領域理学療法研修会
 ＜2018年度版＞ 22095 \7,700 10 研修会内容：2018年度

 職業性腰痛予防講師育成研修会
 STEP1
 ＜2019年度版＞

①腰痛予防に対する理学療法の基礎
 〜⼼理社会的要因をふまえて〜
②産業理学療法の実際
 〜作業⽅法や作業環境の⾒⽅と改善〜
③さまざまな症例における移乗動作

22096 \4,400 10 研修会内容：2019年度

 協会指定管理者（上級）研修 22093 \4,400
資格取得

可能

※受講対象は協会指定管理者
（初級）取得者です
※⽣涯学習課の定める資格
「協会指定管理者（上級）」
が取得できます

 地域ケア会議推進リーダー
 （旧：地域包括ケア推進リーダー）

22097 \4,400

 介護予防推進リーダー 22098 \8,800

 内容

①介護予防総論
②転倒予防理学療法
③関節痛予防理学療法
④認知機能低下予防理学療法
⑤地域づくりによる介護予防論〜住⺠運営の「通いの場」〜
⑥介護予防事業に関連する⾏政・計画・関係団体

①介護保険のしくみについて
②介護保険サービスについて

精神⼼理領域における理学療法⼠の⾝体⾯への関与に向けた研修会
０．オープニングスピーチ
１．導⼊
２．基礎
３．リスク管理
４．評価・プログラム⽴案
５．認知症についての基礎知識

①臨床実習指導者から⾒た課題と対応
②学校教育における臨床実習

２/2

※推進リーダーの資格取得の
ための履修要件の１つである
「e-ラーニング」の履修が
「受講済」となります

2020年4⽉1⽇（⽉）
 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

〜2021年2⽉28⽇（⽇）

2020年度 e-ラーニング実施コンテンツ⼀覧 （2020年7⽉20⽇更新）

１．理学療法⼠の将来を把握する
＜協会グランドデザイン構想案をもとに＞
①国の⽅向性を⾒据えて
②医療保険領域
③介護保険領域
④障害児・者を含む地域包括ケア
⑤予防領域（ニーズの⾼い新たな分野・資格）

２．管理者に必要な基本的知識・資質について理解する
⑥管理者の役割と課題
⑦質の⾼い戦略とその実践管理
⑧データベース作成
⑨理学療法教育・クリニカルラダー（チェックリスト）

履修要件
を満たす


