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理学療法における
関連法規



医療法、理学療法士及び作業療法士法に基づいて、理
学療法業務ガイドラインに沿って実践を行うことを理解で
きる。

① 理学療法を実践する上で必要な法律、事例について
理解する。

② 医療保険法、介護保険法、障害者総合支援法、生活
保護、難病医療、障害者年金、福祉六法、などを学習
し、診療・介護報酬制度・障害福祉制度を理解する。

③ 各種法律、医師の指示・処方の意味と種類、診療の
補助行為と療養上の世話・予防介入、などを理解する。
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第1章 法とは何か

•法、規範、強制力（サンクション）

•法の階層性

•憲法、法律、命令、告示、通知

•法適用、法体系、法解釈

キーワード



法の役割１

•法とは国家、人、物の関係を統制し社会生活
の秩序を基礎づける規範である。

•憲法は国の最高法規であり、国の組織・制度・
活動を規定する。

•憲法25条は保健・医療、福祉に関する法律の
根拠となっている。



日本国憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない。



法の役割２

•法律は憲法の理念を具体的な社会で実現する
ために国会で制定される。

•医事法体系ないし医事法制とは、医療者の資格
または医療施設その他医療政策に関する関連
法令の総体、体系を示します。

•医療法は医事法体系において重要な法律である。



法

成文法 不文法不文法

判例 慣習法
憲 法

法 律

命令（政令･省令）



法の階層性

憲法

法律

政令

省令

告示

通知

命令

法



法律を理解する手順

•日本には約2000弱の法律がある。

•法律を正しく理解するためには、法律が適切に
選択され、法体系を知り、条文の正しい解釈が
不可欠である。

法適用：法律の適切な選択
法体系：関係する法律の相互関係
法解釈：条文の意味を明晰化する



法体系のルール

①形式的効力の原理
•上位法と下位法があり上位法を優先させる

②特別法優先の原理
•特別法は一般法に優先する

•事柄、人、場所などについて限定、特定の定
めがある場合に優先させる

③後法優先の原理（新法優先の原理）

関係する法律の相互関係の理解



第2章 保健医療の法体系

•医業

•医行為

•医師法

•保健師助産師看護師法

•診療の補助

•業務独占

•人に関する法律

•物・場所、環境に関する法律

•支えるシステムに関する法律

•政策に関する法律

キーワード



保健・医療の法体系

① 人に関する法律

•医療スタッフの資格や業務を規定する法律

② 物・場所・環境に関する法律

•薬、医療機器や施設、環境を規定する法律

③ 支えるシステムに関する法律（費用、対象者）

•サービスの理念や内容・費用を規定する法律

•特別な配慮を必要とする人に関する法律

④ 政策に関する法律

•社会保障、医療政策に関わる根本的な理念、枠組
みの法律



人に関する法律

①資格に関する内容（身分・資格法）
•医療スタッフの資格の得喪とその手続き
•能力を有する者に業務を許可する事前の規制
•免許、欠格事由

②業務に関する内容（業務法）
•提供される業務そのものに関する規制
•医行為、医業、義務、業務独占、名称独占

③規制・罰則に関する内容（責任法）
•医療スタッフの行為に対する事後的な規制
•罰則、行政処分



人に関する法律 医療職
• 医師

• 歯科医師

• 薬剤師

• 保健師、助産師、看護師、准看護師

• 診療放射線技師

• 臨床検査技師

• 理学療法士、作業療法士

• 言語聴覚士

• 視能訓練士

• 臨床工学技士

• 義肢装具士

• 救急救命士

• 歯科衛生士

• 歯科技工士

• 医師法

• 歯科医師法

• 薬剤師法

• 保健師助産師看護師法

• 診療放射線技師法

• 臨床検査技師等に関する法律

• 理学療法士及び作業療法士法

• 言語聴覚士法

• 視能訓練士法

• 臨床工学技士去

• 義肢装具士法

• 救急救命士法

• 歯科衛生士法

• 歯科技工士法



人に関する法律 非医療職

• あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する法律
（あはき法）

• 柔道整復師法

• 精神保健福祉士法

• 社会福祉士及び介護福祉士法

• 栄養士法

• 公認心理師法

• あん摩マツサージ指圧師

• はり師

• きゅう師

• 柔道整復師

• 精神保健福祉士

• 社会福祉士

• 介護福祉士

• 栄養士

• 管理栄養士

• 公認心理師



（ は第1.5列）

〔 ：歯科医療の用に供する補てつ物, 充てん物または矯正装置の作成・修理・加工〕

（ ：喀痰吸引・経管栄養）

平林勝政・他編：ナーシング・グラフィカ 看護をめぐる法と制度、メディカ出版,2020 より作成

医 師
歯科医師

看護師

薬剤師

保健師

助産師

看護師

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

介護福祉士

臨床検査技師

理学療法士・作業療法士

視能訓練士

臨床工学技士

義肢装具士

救急救命士

言語聴覚士

：療養上の世話

：保健指導

：助産・妊婦, じょく婦
もしくは新生児の保健指導

：診療の補助

：販売・授与
目的の調剤

：放射線の人体に対する照射

：歯牙および口腔の疾患の予防処置

：歯科保健指導

：採血, 検体採取・生理学的検査

：理学療法・作業療法

：矯正訓練, 検査・眼科検査

：生命維持装置の操作

：義肢, 装具の採型, 適合

：救急救命処置

：嚥下訓練・人工内耳の調整

磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査等

歯科診療の補助

：第１列の医療スタッフ

：第2列の医療スタッフ

：第3列の医療スタッフ



医師法

医師でなければ、医業をなしてはならない。

医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生
の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な
生活を確保するものとする。

第1条

第17条



医師法

医師でなければ、医業をなしてはならない。

医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生
の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な
生活を確保するものとする。

第1条

第17条

医師は医業を業務独占



医業とは医行為を業とすること

◆医行為
–医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生
ずるおそれのある行為

–医師の医学的判断及び技術を持ってするので
なければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及
ぼすおそれのある行為

◆業
–人が社会生活上の地位に基づき反復継続して
行う行為であって、人の生命・身体に危険を及
ぼす行為



医行為とは

• 絶対的医行為
–非医師による実施が禁止される医行為

–医師が常に自ら行わなければならないほど
高度に危険な行為

–手術、診断、処方、治療方針の決定、診断
書の交付など

• 相対的医行為
–医師の指示を要件に医療スタッフに業務分
担可能な医行為



（ は第1.5列）

〔 ：歯科医療の用に供する補てつ物, 充てん物または矯正装置の作成・修理・加工〕

（ ：喀痰吸引・経管栄養）

平林勝政・他編：ナーシング・グラフィカ 看護をめぐる法と制度、メディカ出版,2020 より作成

医 師
歯科医師

看護師

薬剤師

保健師

助産師

看護師

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

介護福祉士

臨床検査技師

理学療法士・作業療法士

視能訓練士

臨床工学技士

義肢装具士

救急救命士

言語聴覚士

：療養上の世話

：保健指導

：助産・妊婦, じょく婦
もしくは新生児の保健指導

：診療の補助

：販売・授与
目的の調剤

：放射線の人体に対する照射

：歯牙および口腔の疾患の予防処置

：歯科保健指導

：採血, 検体採取・生理学的検査

：理学療法・作業療法

：矯正訓練, 検査・眼科検査

：生命維持装置の操作

：義肢, 装具の採型, 適合

：救急救命処置

：嚥下訓練・人工内耳の調整

磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査等

歯科診療の補助

：第１列の医療スタッフ

：第2列の医療スタッフ

：第3列の医療スタッフ



保健師助産師看護師法

※第5条 この法律において「看護師」とは、傷病
者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診
療の補助を行うことを業とする者をいう。

※第31条第1項 看護師でない者は、第5条に規
定する業をしてはならない。

※条文一部略



保健師助産師看護師法（保助看法）

※第5条 この法律において「看護師」とは、傷病
者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診
療の補助を行うことを業とする者をいう。
⇒看護師の業務は療養上の世話と診療の補助

※第31条第1項 看護師でない者は、第5条に規
定する業をしてはならない。
⇒療養上の世話と診療の補助は看護師の業務
独占

※条文一部略



業務独占

• 免許を持っていない者がその業務を行うことを
禁止すること

• 国民の生命、安全、健康の保持という国民の
利益という公共の観点から認められたもの

• 特定の個人や業界の保護のためではない。

• 各医療スタッフの権利として認められたもので
はない



（ は第1.5列）

〔 ：歯科医療の用に供する補てつ物, 充てん物または矯正装置の作成・修理・加工〕

（ ：喀痰吸引・経管栄養）

平林勝政・他編：ナーシング・グラフィカ 看護をめぐる法と制度、メディカ出版,2020 より作成
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薬剤師

保健師
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看護師

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

介護福祉士

臨床検査技師

理学療法士・作業療法士

視能訓練士

臨床工学技士

義肢装具士

救急救命士

言語聴覚士

：療養上の世話

：保健指導

：助産・妊婦, じょく婦
もしくは新生児の保健指導

：診療の補助

：販売・授与
目的の調剤

：放射線の人体に対する照射

：歯牙および口腔の疾患の予防処置

：歯科保健指導

：採血, 検体採取・生理学的検査

：理学療法・作業療法

：矯正訓練, 検査・眼科検査

：生命維持装置の操作

：義肢, 装具の採型, 適合

：救急救命処置

：嚥下訓練・人工内耳の調整

磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査等

歯科診療の補助

：第１列の医療スタッフ

：第2列の医療スタッフ

：第3列の医療スタッフ



診療の補助
第3列の医療スタッフの医行為

• 医師が医療スタッフへ分担する相対的医行為

• 看護師、准看護師に包括的に業務独占

• 分担要件

a. 医師の指示

b. 医療スタッフが分担内容の免許を所持

• 診療の補助としての具体的な医行為

– 理学療法士：理学療法

– 作業療法士：作業療法

– 言語聴覚士：嚥下訓練・人工内耳の調整

– 義肢装具士：義肢、装具の採型、適合

– 臨床検査技師：採血、検体採取・生理学的検査

– 臨床工学技士：生命維持装置の操作

– 救急救命士：緊急救命処置



業務可能な範囲

医師：医行為

看護師：診療の
補助

医療スタッフ：診
療の補助の一部
の具体的行為

第３列

第２列

第１列



物に関する法（律）

•医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律（医薬品機器等法）

•麻薬及び向精神薬取締法

• あへん法、大麻取締法、覚せい剤取締法

•臓器の移植に関する法律

•血液法、造血幹細胞提供推進法

•死体解剖保存法

•献体法

•再生医療安全性確保法

•死産の届け出に関する規定（省令）



場所に関する法律

•医療法

•独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

•高齢者住まい法



環境に関する法律

•健康増進法

•学校保健安全法

•感染症法

•新型インフルエンザ等対策特別措置法

•予防接種法

•検疫法

•墓地、埋葬等に関する法律



サービスの理念や内容・費用等
について規定する法（律）

• 健康保険法

• 国民健康保険法

• 船員保険法

• 国家公務員共済組合法

• 地方公務員共済組合法

• 私立学校教職員共済法

• 高齢者医療確保法

• 介護保険法特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法

• （診療報酬・告示）

• （介護報酬・告示）



特別な配慮を必要とする人に
関する法律１

•生活保護法

•母体保護法

•母子保健法

•精神保健福祉法

•心神喪失者等医療観察法

•戦傷病者特別援護法

•原爆被爆者援護法

•ハンセン病問題基本法

•障害者基本法



特別な配慮を必要とする人に
関する法律２

•障害者総合支援法

•身体障害者福祉法

•知的障害者福祉法

•発達障害者支援法

•障害者雇用促進法

•障害者虐待防止法

•バリアフリー新法

•身体障害者補助犬法

•難病医療法



特別な配慮を必要とする人に
関する法律３

•児童福祉法

•児童虐待防止法

•児童買春・児童ポルノ禁止法

•母子及び父子並びに寡婦福祉法

•老人福祉法

• DV防止法

•高齢者虐待防止法

•難病医療法



医療政策に関する法律１

•社会保障制度改革推進法

•社会保障改革プログラム法

•医療介護総合確保推進法

•健康・医療戦略推進法

•再生医療推進法

•厚生労働省設置法

•地域保健法

•日本赤十字社法



医療政策に関する法律２

•がん対策基本法

•がん登録推進法

•肝炎対策基本法

•食育基本法

• アレルギー疾患対策基本法

•歯科口腔保健の推進に関する法律

• アルコール健康障害対策基本法



その他の政策に関する法律１
➢福祉政策

• 自殺対策基本法、 障害者基本法、 認定こども園法
• 子ども・子育て支援法

➢災害政策
• 災害対策基本法、災害救助法

➢情報政策
• 個人情報保護法、次世代医療基盤法

➢食品安全政策
• 消費者基本法、食品衛生法、食品安全基本法、食品表示法

➢人口政策
• 高齢社会対策基本法、少子化社会対策基本法
• 次世代育成支援対策推進法



その他の政策に関する法律２

➢社会的弱者政策
• 犯罪被害者等基本法、成年後見制度の利用の促進に関
する法律、任意後見契約に関する法律

➢労働政策
• 労働基準法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均
等法、育児・介護休業法、過労死等防止対策推進法、雇
用保険法、労働者派遣法

➢女性政策
• 男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法

➢環境政策
• 環境基本法、大気汚染防止法、水道法、廃棄物処理法、
など



第3章理学療法士の業務法

•医師法

•保健師助産師看護師法

•理学療法士及び作業療法士法（※療法士法）

•医師の指示

•診療の補助

•理学療法

•名称独占

キーワード



理学療法士の法律

この法律は、理学療法士及び作業療法士の
資格を定めるとともに、その業務が、適正に
運用されるように規律し、もつて医療の普及
及び向上に寄与することを目的とする。

理学療法士及び作業療法士法第1条



理学療法士の法律

この法律は、理学療法士及び作業療法士の
資格を定めるとともに、その業務が、適正に
運用されるように規律し、もつて医療の普及
及び向上に寄与することを目的とする。

理学療法士及び作業療法士法第1条

資格法、業務法、責任法



理学療法士に関する法律

① 資格に関する内容（資格法）
• 理学療法士及び作業療法士法

② 業務に関する内容（業務法）
• 医師法

• 保健師助産師看護師法

• 理学療法士及び作業療法士法

③ 規制・罰則に関する内容（責任法）
• 保健師助産師看護師法

• 理学療法士及び作業療法士法



理学療法士に関する法律

① 資格に関する内容（資格法）
• 理学療法士及び作業療法士法

② 業務に関する内容（業務法）
• 医師法

• 保健師助産師看護師法

• 理学療法士及び作業療法士法

③ 規制・罰則に関する内容（責任法）
• 保健師助産師看護師法

• 理学療法士及び作業療法士法



医師法第17条

⇒医師は医業を業務独占する。

⇒医業とは医行為を業務とすること

⇒医業に関する上位法

医師でなければ、医業をなしてはならない。



保健師助産師看護師法

※第5条 この法律において「看護師」とは、傷病者若しくはじ
よく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業
とする者をいう。

※第31条第1項 看護師でない者は、第5条に規定する業をし
てはならない。

※第37条 看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があ
つた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医
薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うので
なければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはなら
ない。

※条文一部略



保健師助産師看護師法（保助看法）

※第5条 この法律において「看護師」とは、傷病者若しくはじよく婦
に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をい
う。
⇒看護師の業務は療養上の世話と診療の補助

※第31条第1項 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはな
らない。
⇒療養上の世話と診療の補助は看護師の業務独占

※第37条 看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場
合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について
指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害
を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
⇒医師の指示がなければ医行為をしてはならない

⇒医師の指示を要件に医行為すなわち診療の補助行為ができる

⇒医師法と保助看法は一般法と特別法の関係である
※条文一部略



理学療法士の業務１

※理学療法士及び作業療法士法第15条第1項

理学療法士は、保助看法第31条第1項の規定にか
かわらず、診療の補助として理学療法を行なうこと
を業とすることができる。

※条文一部略

※保助看法第31条第1項
看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。

※保助看法第5条
この法律において「看護師」とは、傷病者若しくはじよく婦に対する
療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。



理学療法士の業務１

※理学療法士及び作業療法士法第15条第1項

理学療法士は、保助看法第31条第1項の規定にかか
わらず、診療の補助として理学療法を行なうことを業
とすることができる。

⇒診療の補助行為は看護師の業務独占であるが、
理学療法士は診療の補助行為の一部である理学療
法を業とすることができる。

⇒診療の補助行為の理学療法は看護師と理学療法
士のみが業とすることができる（間接的業務独占）。

⇒保助看法と療法士法は一般法と特別法の関係で
ある。

※条文一部略



理学療法士の業務２

※理学療法士及び作業療法士法第2条第3項

この法律で「理学療法士」とは、医師の指示の下
に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

※条文一部略



理学療法士の業務２

※理学療法士及び作業療法士法第2条第3項

この法律で「理学療法士」とは、医師の指示の下
に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

⇒理学療法士は、医師の指示を要件に医行為で
ある診療の補助行為の一部である理学療法を業
とすることができる。

⇒医師法と療法士法は一般法と特別法の関係で
ある。

※条文一部略



診療の補助

理学療法士は、看護
師の業務独占である
診療の補助行為を、
医師の指示を要件に、
理学療法士は診療の
補助行為の一部であ
る理学療法を行うこと
ができる。

医師
医行為

看護師等
の診療の
補助行為

理学療法士
理学療法



理学療法士の業務３

理学療法士及び作業療法士法第2条第1項

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。



理学療法士の業務３

理学療法士及び作業療法士法第2条第1項

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。

対象者、目的
医行為としての手段



理学療法士の業務４

理学療法士が、病院若しくは診療所において、
又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法と
して行なうマツサージについては、あん摩マツ
サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法
律第1条の規定は、適用しない。

※理学療法士及び作業療法士法第15条第2項

※条文一部略



理学療法士の業務４

理学療法士が、病院若しくは診療所において、又
は医師の具体的な指示を受けて、理学療法とし
て行なうマツサージについては、あん摩マツサー
ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1
条の規定は、適用しない。

⇒病院か診療所の中で、医師の具体的指示を受
け、診療の補助行為の理学療法（医行為）として
行うマッサージについては、あはき法を適用しな
い。

※理学療法士及び作業療法士法第15条第2項

※条文一部略



理学療法士の業務５

•理学療法士又は作業療法士は、正当な理由が
ある場合を除き、その業務上知り得た人の秘
密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は
作業療法士でなくなつた後においても、同様と
する。

※理学療法士及び作業療法士法第16条



理学療法士の業務５

理学療法士又は作業療法士は、正当な理由が
ある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密
を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作
業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

⇒守秘義務

※理学療法士及び作業療法士法第16条



理学療法士の業務６

理学療法士でない者は、理学療法士という名称
又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわ
しい名称を使用してはならない。

理学療法士及び作業療法士法第17条



理学療法士の業務６

理学療法士でない者は、理学療法士という名称
又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわ
しい名称を使用してはならない。

⇒理学療法士は名称独占

理学療法士及び作業療法士法第17条



名称独占

•その職種の資格がなくとも業務が可能だが、名乗
ることを禁止する。

•誇りと責任とを自覚させ、業務遂行能力を担保し、
資質の向上に寄与する。

•無資格者による弊害を防止する。



第4章理学療法士の資格、責任法

•免許

•理学療法士名簿

•欠格事由

•理学療法士及び作業療法士法施行令（政令）

•理学療法士及び作業療法士法施行規則（省令）

•理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則（省令）



理学療法士の資格法体系

•理学療法士及び作業療法士法
• 免許 第3-8条

• 試験 第9-14条

•理学療法士及び作業療法士法施行令
• 免許 第3-8条

• 養成施設 第9-18条

• 試験委員 第19条

•理学療法士及び作業療法士法施行規則
• 免許 第1-7条

• 試験 第8-13条

•理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則



理学療法士の資格１

•理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学
療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、
厚生労働大臣の免許を受けなければならない（第3条）。

•免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試
験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作
業療法士名簿に登録することによつて行う（第6条）。

•厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を
備え、免許に関する事項を登録する（第5条） 。

•厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免
許証又は作業療法士免許証を交付する（第6条第1項）。



理学療法士の資格２
• 相対的欠格事由のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労
働大臣は、免許取消、又は期間を定めて理学療法士又は作業
療法士の名称の使用停止という行政処分することができる（第7
条第1項）。

• 免許取り消し処分の後でも、その取消しの理由となつた事項に該
当しなくなつたとき、その後の事情により再び免許を与えるのが
適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることが
できる（第7条第3項）。

• 厚生労働大臣は、行政処分または再免許の交付に際しては、あ
らかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない（第7条第4
項）。

• 以上の規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び
作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、
書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、理学
療法士及び作業療法士法施行令で定める（第8条）。



理学療法士の免許の法体系

•理学療法士及び作業療法士法第3-7条

•同法第8条で理学療法士及び作業療法士法施行
令（政令）に委任

•理学療法士及び作業療法士法施行令第3-7条

•同施行令第8条で理学療法士及び作業療法士法
施行規則（省令）に委任

•理学療法士及び作業療法士法施行規則第1-7条



理学療法士の試験に対する法体系

•理学療法士及び作業療法士法第9-13条

•同法第14条で理学療法士及び作業療法士法施行
規則（省令）に委任

•理学療法士及び作業療法士法施行規則第8-13条

•理学療法士及び作業療法士法施行令（政令）第
19条 試験委員について規定

※理学療法士作業療法士国家試験出題基準



理学療法士の養成施設に関する法体系

•理学療法士及び作業療法士法第11条

•同法第14条で理学療法士及び作業療法士法施行
令（政令）に委任

•理学療法士及び作業療法士法施行令第9-18条

•同施行令第9条第2項で理学療法士作業療法士学
校養成施設指定規則（省令）に委任

•理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

※理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン



理学療法士の責任１

•試験委員及び国家試験事務に違反して、故意若しくは重
大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不
正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。（第20条）

•業務上知り得た人の秘密に違反した者は、50万円以下の
罰金に処する。（第21条）

•次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰
金に処する。

一 欠格事由により理学療法士の名称の使用停止中に、
理学療法士の名称を使用したもの

二 名称の使用制限に違反した者（第22条）

※法文一部変更



理学療法士の責任１
• 試験委員及び国家試験事務に違反して、故意若しくは重大な過失
により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。（第20条）

⇒国家試験に関する不正を処罰

• 業務上知り得た人の秘密に違反した者は、50万円以下の罰金に
処する。（第21条）

⇒守秘義務違反に処罰

• 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処す
る。
一 欠格事由により理学療法士の名称の使用停止中に、理学
療法士の名称を使用したもの
二 名称の使用制限に違反した者（第22条）

※法文一部変更

⇒名称不正使用に処罰



理学療法士の責任２

理学療法士及び作業療法士法第15条

理学療法士は、保健師助産師看護師法第31条第1項
の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法を行
なうことを業とすることができる。

保助看法第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲
役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。

第29条から第32条までの規定に違反した者

※法文一部変更・省略



理学療法士の責任２
理学療法士及び作業療法士法第15条

理学療法士は、保健師助産師看護師法第31条第1項の規
定にかかわらず、診療の補助として理学療法を行なうこと
を業とすることができる。

保助看法第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若
しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第29条から第32条までの規定に違反した者

※法文一部変更・省略

⇒理学療法士の理学療法業務の違反は、診療の補助
行為の違反であり保助看法第43条で処罰される



第5章 医療法

•医療法の目的

•医療提供の理念

•医療提供施設
• 病院、診療所、助産所

• 介護老人保健施設、介護医療院

• 調剤を実施する薬局

•地域医療支援病院

•特定機能病院



医療法の目的
（医療法第一条）

• この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切
な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確
保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の
開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設
の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び
業務の連携を推進するために必要な事項を定めること
等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、も
つて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。



医療法の目的
（医療法第一条）

• この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切
な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確
保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の
開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設
の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び
業務の連携を推進するために必要な事項を定めること
等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、も
つて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。



医療提供の理念
（医療法第一条の二）

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨
とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他
の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関
係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状
況に応じて行われるとともに、その内容は、単に
治療のみならず、疾病の予防のための措置及
びリハビリテーションを含む良質かつ適切なも
のでなければならない。



医療提供の理念
（医療法第一条の二）

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨
とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他
の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関
係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状
況に応じて行われるとともに、その内容は、単に
治療のみならず、疾病の予防のための措置及
びリハビリテーションを含む良質かつ適切なも
のでなければならない。



医療提供の理念
（医療法第一条の二第2項）

医療は、国民自らの健康の保持増進のための
努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十
分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、
介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医
療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚
生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)に
おいて、医療提供施設の機能に応じ効率的に、
かつ、福祉サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図りつつ提供されなければ
ならない。



医療提供の理念
（医療法第一条の二第2項）

医療は、国民自らの健康の保持増進のための
努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十
分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、
介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医
療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚
生労働省令で定める場所をいう)において、医療
提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉
サービスその他の関連するサービスとの有機的
な連携を図りつつ提供されなければならない。



医療提供施設
• 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有
するものをいう。（第一条の五）

病院

• 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所
であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を
入院させるための施設を有するものをいう。（第一条の五の２）

診療所

• 助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診
療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。（第二条）助産所

• 介護保険法の規定による介護老人保健施設をいう。（第一条
の六）介護老人保健施設

• 介護保険法の規定による介護医療院をいう。（第一条の六の
２）介護医療院



病院病床の種別
（第7条第2項）

• 精神疾患を有する者を入院させる精神病床

• 感染症法規定の患者を入院させる感染症病床

• 結核の患者を入院させる結核病床

• 精神病床、感染症病床、結核病床以外で長期
にわたり療養を必要とする患者を入院させる療養病床

• 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床
以外の病床一般病床



医療法が規定する病院

• 地域医療を支援する病院
地域医療支援病院

（第4条）

• 高度医療を提供する病院
特定機能病院
（第4条の2）

• 臨床研究を担う病院
臨床研究中核病院
（第4条の3）



地域医療支援病院（第4条）

•国、地方自治体、社会医療法人等が開設する
病院で、地域における医療の確保のために必
要な支援をする病院
•他の病院又は診療所から紹介された患者に対し
医療を提供

•当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究、
研修のために利用させる

•救急医療を提供

•地域の医療従事者への研修

• 200名以上の患者を入院



特定機能病院（第4条の2）

•高度医療の要件を満たす病院
•高度の医療を提供

•高度の医療技術の開発及び評価

•高度の医療に関する研修

•医療の高度の安全を確保

•法令で定める10以上の診療科

• 400名以上の患者を入院
•法定人員と設備



臨床研究中核病院（第4条の3）

•臨床研究の実施の中核的な役割を担う病院
•特定臨床研究の計画、実施、他医療施設と
の共同実施、相談、研修

•法令で定める10以上の診療科
• 400名以上の患者を入院
•法定人員と設備



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律
（医薬品医療機器等法）第1条

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
及び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）の品質、
有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保
健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要
な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を
講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医
療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のため
に必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図
ることを目的とする。



医薬品医療機器等法

•薬事法の改正により2014年より施行

•改正のポイント
•医薬品、医療機器等に関する安全対策の強化
•医療機器の特性を踏まえた規制の構築
•再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

•医薬品、医薬部外品、化粧品

•医療機器



医薬品、医薬部外品、化粧品の分類

対応、販売 使用者への説明 インターネット販売

第１類医薬品

第２類医薬品 説明は努力義務

第３類医薬品

ー

不可

可

薬剤師がいる薬局 書面での情報提供

薬局かドラッグストア

一般販売店でも販売可能
規定なし

医師の処方発行

薬剤師が調剤

対面、お薬手帳、

薬歴簿管理等

要指導医薬品

医薬部外品

化粧品

医

薬

品
OTC医薬品

一般用医薬品

ー

大分類 小分類

毒　薬

劇　薬

普通薬

医療用医薬品

※ OTC：over the counter  カウンター越しに薬を販売する意味



出典：経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室、
医療機器開発支援ハンドブック（令和3年3月版）

医薬品医療機器等法第２条第４項
この法律で「医療用具」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防
に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼ
すことが目的とされている機械器具等（再生医療等製品を除く。）であつて、政
令で定めるものをいう。

コンタクトレンズ

手術用手袋

注射器 家庭用
マッサージ器

内視鏡（ビデオスコープ）

カテーテル

① 診断機器 ③ その他

心臓ペースメーカー

PET、PET-CTシステム

超音波印壇装置

診断支援プログラム

歯科材料
歯科用ユニット

治療用アプリ放射線治療計画プログラム

X線撮影フィルム、
体温計、
血圧計、
心電計 等

人工心肺システム
（ローラーポンプ、人工肺）

② 治療機器



第６章 診療報酬制度

•医科診療報酬点数表

•厚生労働省告知

•健康保険法

•高齢者の医療の確保に関する法律

•診療報酬



医学通信社：診療点数早見表,2020.
https://www.igakutushin.co.jp/Products/detail/1165
社会保険研究所：医科診療報酬点数表,2020.
https://shop.shaho.co.jp/100020



社会保険研究所：医科診療報酬点数表,17頁,2020. より作成

2020年４月現在

医科診療報酬点数表
診療報酬の算定方法

平成20年3月5日 厚生労働省告示第59号 （改定：告示57, 令 2 .3.5）

健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第2項（同法第149条において準用する場合を含む）及
び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第1項の規定に基づき, 診療
報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）の一部を次のように改正し, 令和2年4月1日か
ら適用する。



健康保険法
(大正11年4月22日法律第70号)

第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の
業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出
産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の
安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第76条 保険者は、療養の給付に関する費用を保
険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、……

２ 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生
労働大臣が定めるところにより、算定するものとす
る。

※条文一部省略



高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）

第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療
の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための
計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関
する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国
民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保
険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な
医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国
民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目
的とする。

第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は
死亡に関して必要な給付を行うものとする。



高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）

第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療
の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための
計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関
する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国
民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保
険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な
医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国
民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目
的とする。

第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は
死亡に関して必要な給付を行うものとする。



高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高
齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者
とする。

1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳
以上の者

2. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳
以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当
該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

第71条 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並
びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準
については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会
の意見を聴いて定めるものとする。



診療報酬

•医療機関が行った保険診療の際の、医療サービスに
対し、公的医療保険から支払われる公定価格

•医療機関の医業収入の総和

•療養に要する費用から一部負担金を控除した金額



A 基本診療料

B～N 特掲診療料

■診療報酬点数表の基本的構成

■ 初診料
■ 再診料 （診療所又は一般病床200床未満の病院） 外来診療料 （一般病床200床以上の病院）

■ オンライン診療料
■ 入院基本料 （A100～A109） + 入院基本料等加算 （A200～A252）

■ 特定入院料 （A300～A318） + 入院基本料等加算 （A200～A252）

■ 短期滞在手術等基本料 （A400）

B 医学管理等 ■ 医学管理料

C 在宅医療 ■ 在宅患者診療・指導料

■ 在宅療養指導管理料 + （在宅療養指導管理材料加算） + （薬剤料） + （材料料）

D 検査 ■ 検体検査実施料 + 検体検査判断料 + （診断穿刺・検体採取料） + （薬剤料） + （材料料）

■ 生体検査料 + （判断料） + （診断穿刺・検体採取料） + （薬剤料） + （材料料）

F 投薬 ■ 【外来患者・院内処方】 調剤料 + 処方料 + 薬剤料 + （調剤記述基本料） + （材料料）

■ 【外来患者・院内処方】 処方箋料

■ 【入院患者】 調剤料 + 薬剤料 + （調剤技術基本料） + （材料料）

G 注射 ■ 注射料 （注射実施料+無菌製剤処理料） + 薬剤料 + （材料料）

E 画像診断 ■ エックス線診断料 （撮影料+診断料+造影剤注入手技料） + （薬剤料） + （フィルム） + （材料料）

■ 核医学診断料 （撮影料+診断料） + （薬剤料） + （フィルム） + （材料料）

■ コンピューター断層撮影診断料 （撮影料+診断料） + （薬剤料） + （フィルム） + （材料料）

H リハビリテーション ■ リハビリテーション料 + （薬剤料）

I 精神科専門療法 ■ 精神科専門療法料 + （薬剤料）

J 処置 ■ 処置料 + （処置医療機器等加算） + （薬剤料） + （材料料）

K 手術 ■ 手術料 + （輸血料） + （手術医療機器等加算） + （薬剤料） + （材料料）

■ 輸血料 + （薬剤料） + （材料料）

L 麻酔 ■ 麻酔料 〔麻酔料+麻酔管理料〕 + （薬剤料） + （材料料）

■ 神経ブロック料 + （薬剤料） + （材料料）

M 放射線治療 ■ 放射線治療管理・実施料 + （材料料）

N 病理診断 ■ 病理標本作成料 + 病理診断・判断料 + 〔Dの（診断穿刺・検体採取料） + （薬剤料） + （材料料）〕



保険診療の支払いの仕組み

患者

医療機関

審査支払機関

保険者

①保険料の支払い
②診察・治療

③一部負担金

④診療報酬請求

⑦診療報酬支払い

⑤審査済み
レセプト交付

⑥請求金額支払い


