
協会・県士会・連盟について

一般社団法人岡山県理学療法士会



１．（公社）日本理学療法士協会とは



公益社団法人という法人格をもつ

各都道府県の理学療法士会の連合体的団体

会員数：12万5372名（令和2年3月）

理学療法士だけが会員の「職能団体」

（公社）日本理学療法士協会

＊日本理学療法士協会を慣例的に「協会」と呼称することが多いです



法律や医療などの専門的資格を持つ専門職従事者が

自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や

利益を保持・改善するための組織である。

同時に、研究発表会、講演会、親睦会の開催や、会報、

広報誌などの発行を通して、会員同士の交流などの役

目も果たす機関でもある。

職能団体とは



協会の役割 （２本柱）

学術団体

研究･実績による理学療法
の学問としての探求

▼

ＥＢ Ｐ Ｔ

職能団体

理学療法士の身分の保証

▼

集団として社会に

「もの申す」力



２．理学療法士に課せられた課題





1965年 2012年 2050年

おみこし → 騎馬戦 → 肩車

高齢者1人を支えるのに必要人数



高齢者が増えると、年金、医療費、
介護費の支出は増えていく





社会保障費は歳出全体の3割以上
国債の借金を除くと半数近い



医療・介護費は社会保障費の約半分



我々の収入の元手は？

•医療・介護費は国の歳出の大きな割合を占める

•日本は国民皆保険制度

•医療にかかると自己負担3割、国の負担7割

我々の給与の大半は国の保険料から捻出している



診療報酬制度

•様々な医療処置の値段を国が一律設定する国民
皆保険制度の根幹にかかわる制度

•医療を「○○点」として値付け。 1点＝10円

•例えば・・・

脳血管障害の方を40分理学療法を施行すると

2単位＝490点→4900円

その7割の3430円を国が負担する

＊脳血管リハ料（Ⅰ）で試算



PTはR2度で
182893人

OTはR2度で
99789人

累計数

療法士数は右肩上がり



9

リハ診療報酬の変遷から見た現状
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リハの診療報酬点数（20分あたりに換算）

2020

127点

現在、リハに関する様々な報酬の全ての点数を平均すると20分当たり127点

診療報酬点数は右肩下がり



理学・作業療法士平均年収推移
（単位：万円）
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結果として理学療法士の平均年収は過去に比べ減少している



診療報酬に関わる職種は様々ある

•医師

•看護師

•薬剤師

•栄養士

•はり師、きゅう師

• あん摩マッサージ指圧師

•柔道整復師

・・・など



限られた社会保障費をどう分け合うか？

当然、力のある団体が取り分が多い



数は力に成りうる

•協会組織率80%は医療専門職の中でトップ

•組織率の高い団体は政治家にも一目置かれる

（選挙の時に票を集めれる団体）

我々の身分保障のためにも

高い組織率を保つのは命題！

日本理学療法士協会への入会は必須！



理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年制定）

（定 義）

第二条 この法律で「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、治療体操その他の運動を行なわせ、及び

電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を

加えることをいう。

理学療法の対象は身体に障害ある者に限定されていたが・・・



介護予防と理学療法士

法令上からも、理学療法士が介護予防に関わりやすい環境整備がなされた



国も療法士を活用
する動きがある



増加し続ける理学療法士の職を確保
するためには職域を広げる事が重要



呼吸理学療法の浸透により必要性が増加。

▼

長年の要望は全く実らず。（救命時のみ）

▼

半田協会長と共に当時理学療法士出身の国会議員が

当時の厚生労働副大臣に直訴。

▼

関連団体の強い反発の中、平成２３年４月１日（短期間）

で解禁される。

理学療法士の吸引の解禁



民主主義のルール

立法機関
国会議員

国民
代弁者たる
療法士

行政機関
厚労省

①要望②法制度の確立

③法制度を正しく施行

私たちの職域、職位の
保障のためには立法機
関に理学療法士が必要



理学療法士出身の国会議員でないと・・・

色々な団体から要望を受ける議員は
特定の団体だけのためには動かない
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祖国があなたに

何をしてくれるかを尋ねてはなりません。

あなたが祖国のために

何ができるかを考えて欲しい。

ジョン・F・ケネディ
（第35代 アメリカ合衆国 大統領）

理学療法士出身の国会議員が必要



（一社）岡山県理学療法士会とは



（一社）岡山県理学療法士会

•会員2043名 施設数367 （令和2年6月時点）

•地域別に5ブロックに分けて活動

•機能別に事務局、社会局、学術局に分けて活動

•学術局、社会局の研修会だけでなく、各支部でも
研修会開催

•各支部での研修会参加等により近隣地域の理学
療法士と繋がりができる

＊岡山県理学療法士会を慣例的に「県士会」と呼称することが多いです



南支部

西支部

中支部

北支部

東支部

支部の区分け



会員のメリット

•生涯を通してスキルアップするための生涯学習制度
の利用可能（まずは新人教育プログラム）

•支部主催、県士会主催、協会主催の研修会、講習会、
学会へ会員価格で参加可能

•学術誌（理学療法学）、会報誌が送付され、協会HP
上では「会員限定コンテンツ」で各種情報を閲覧可能

•賠償責任保険が付帯され、業務中の利用者・患者さ
んへの怪我や物損などにも対応

• レストラン、ホテル、娯楽施設を優待価格で利用可能

＊詳細は協会HP参照



ぜひ協会・県士会・支部主催の
研修会、講習会、学会への参加や

県士会活動へのご協力を

＊協会未入会の方はぜひ入会を→入会方法の詳細は協会HPへ
協会へ入会すると自動的に県士会へも入会となります。



日本理学療法士連盟



日本理学療法士連盟とは

要 望

政策提言

政治活動

選挙活動

寄 付 金

「公益社団法人」
としての信頼

「自由な活動」
ができる権利

連携して理学療法士の身分を向上

日本協会 日本連盟

＊日本理学療法士連盟を慣例的に「連盟」と呼称することが多いです



日本理学療法士協会の活動の限界

•協会は自分たちの政治的主張の会を催すなどは
許されるが、自分たちの仲間を議員候補に立てて
選挙運動を行う事が禁じられている。

•公益法人の協会としては、「選挙運動」ができない
ため、「政治活動」は協会、「選挙運動」は連盟とい
う役割分担をしている



選挙運動と政治活動

選挙運動とは

• 特定の選挙に特定の候補者の当選をはかることを目的に
投票行為を勧めること

• 選挙期間中の街頭演説や個人演説会、ビラの配布、選挙
運動用のはがきの送付、ポスター掲示は「選挙運動」にあ
たる。

政治活動とは

• 政治上の目的をもって行われる一切の活動から「選挙運
動」を除いたもの

• 政治活動は、協会がその政策課題の解決のため政治家と
の関係を築いたりすることなども含む



日本理学療法士連盟とは
協会と連携を図りながら、理学療法士がその専門性をい
かんなく発揮できる施策、制度、法律の実現を目指して政
治的な活動を展開している

政治の場において、理学療法士の知名度向上を目指し、
医療、介護、保健分野における現状や問題を議員に理解
いただき、制度化に向けた賛同を得るように以下の活動
している

• 理学療法士組織代表を国会などへ議員として送り出す
活動

• 理学療法士職務に理解のある国会議員や地方議員と
の連携

• 政党や議員との意見交換や勉強会の開催



理学療法士連盟入会の必要性は？

• 理学療法士の身分（給与や地位）を守るための政治力アッ

プのため

• 理学療法士出身の国会議員の当選や、会員数の多さを後

ろ盾に他の国会議員と対等に話ができるようにするため

• その中には私たちの要望（主に保険報酬向上）が含まれる

• この活動がなければ、理学療法士は医療・介護関連の他

職種に大きく引き離される



入会したら何かやらされるの？

•選挙の際にご両親や友人への可能な範囲でのお
声掛けのみをお願いします。

•連盟主催の気に入った研修会があれば、参加い
ただければ十分です。

•年会費2000円をお願いいたします。



身分保障のために

•厚労省内には「看護課」という部署があり、10数名

の看護技官（看護師）が所在し、看護行政に大きな
影響を与えている

•日本医師会も医師出身の国会議員の力を借りて中
医協や社会保障審議会にも委員を輩出している

• こういった議会で議論された事が実行される仕組み
になっている

＊中医協：診療報酬点数を決める会議



身分保障のために

•他の団体も同様に協会と連盟を組織している

•協会と連盟は、診療報酬を決める中医協や社会
保障審議会へ参加できるよう努力している。

• しかし、岡山連盟への積極的な入会がなければ、
このようなことを目指す活動も行えない



ぜひ理学療法士連盟への入会を


