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履修ポイントとは 

新人教育プログラム課程の修了後、生涯学習プログラム課程において専門理学療法士・認

定理学療法士制度における資格取得および更新等で用いるポイントを、「履修ポイント」と

いいます。履修ポイントは、新人教育プログラム修了日の翌日以降に「専門理学療法士なら

びに認定理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイント基準（2018年6月改定）」

（以下、「履修ポイント基準表」）に掲載のある活動を行うことによって取得することができ

ます。

履修ポイント基準について 

履修ポイントは、履修ポイント基準表の項目に該当する活動によって取得することがで

きます。各活動は大項目ごとのカテゴリーに分けられ、その中でさらに細かい項目と基準が

設定されています。これらに該当する場合のみポイント付与対象となります。詳細の基準

は、履修ポイント基準表をご確認ください。

※専門理学療法士 ・認定理学療法士申請 ・更新の際は、分野 ・領域により必要なポイント
の種類やポイント数の要件が定められています。
それぞれの申請の必要要件については、協会 HP にて専門理学療法士・認定理学療法士
に関するページにてご確認ください。
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履修ポイントのマイページへの登録について 

ポイント付与対象となる活動を行うと、会員専用サイト（マイページ）の「履修状況確

認」ページへ取得したポイントを登録することができます。マイページへ登録させる方法

は、大きくは 1.自動登録 2.郵送申請 の 2 通りとなります。どちらの方法に該当する

かは、履修ポイント基準表内の各項目における「マイページへの反映方法」をご確認くだ

さい。（一部、それぞれの状況に応じてどのような対応をすべきかを主催団体等に確認が

必要なものもあります。それらについては、本手引き内の 2.郵送申請「各活動項目の申請

に必要な証明書類について」（P.10~）に、それぞれ注意書きにて記載されていますのでご

参照ください。） 

＊補足 【履修ポイントの確認方法】  

マイページにログイン  ＞生涯学習管理  ＞履修状況確認  ＞生涯ボタン

1. 自動登録のしくみ
学会・研修会等の主催者・管理者より、ポイント付与対象者の名簿が提出されることで各

自のマイページへポイントが登録されます。そのため、約 1～2 ヵ月でマイページへ登録さ

れます。（会員個人がそれぞれ個別に手続きする必要はございません。）

会員

•ポイント付与
対象となる活
動の実施

主催者

•参加者・受講
者等の名簿を
協会へ提出

日本理学療法士協会

•対象者へのポ
イント登録

ポイントが反映されない場合について 
主催者からの名簿提出が得られていない場合や、名簿内の会員番号等データに誤りが

あった場合、システム上ポイントの登録ができません。そのため、開催後 2 ヵ月以上経過
後もマイページに履修ポイント反映がされていない場合は、まずは主催者へお問い合わせ
ください。 

約 1ヵ月 
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2. 郵送申請の手順 

 履修情報登録審査への申請手続きが必要となります。これは、「履修情報登録依頼（生涯

学習ポイント用）」および「各活動の実績を明確に証明できる書類」を協会事務局宛（下記

参照）にお送りいただくことにより、審査申請のお申込みとなります。審査にてポイント付

与が適切であると認められた場合、ポイントが付与されるしくみとなっております。 
 こちらの審査は申請受付順にて、ポイントが会員専用サイトへ登録されるまでに約 3~4
か月の期間が必要です。（2017 年 8 月現在） 
 
※１ 履修情報登録審査の申請は郵送でのみの受付であり、メール等でご連絡いただいて

も無効となりますので注意ください。 
※２ ご郵送いただいた内容・書類は、必ずコピー等の控えをお手元に保管ください。 
※３ ご申請いただいた登録内容は、項目により審査にかかるお時間が異なるため、一括

で全てが反映されるものではございません。登録可否については申請項目ごとに

メールでの配信となり、すべてが同時に反映されるわけではない（一括で登録承認

通知が配算されるわけではない）ことをご了承ください。 
※５ ご郵送いただいた書類は、登録の可否に関わらず、審査終了後一定期間経過後に破

棄させていただきます。返送等は承っておりませんのでご注意ください。 
 
 
【送り先】 

※書類の提出状況がご不安な方や確認が必要な方は、追跡ができる発送方法（簡易書留、
レターパック、宅配等）をご利用ください。 

（本会では数万人の会員からの全郵送物を取り扱っている都合上、業者委託などでの対
応となる場合もあるため、個別の郵送物到着確認は承っておりません。） 

 
  

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5 （公益）日本理学療法士協会 

生涯学習課 「履修情報登録依頼 係」宛 
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【必要申請書類】 
 

 履修情報登録依頼（生涯学習ポイント用）      ※記入例は P.8 参照 
 「履修ポイント基準」欄には、該当する活動の大項目-項目を記入すること。 
 「受講・取得日」欄には、該当する活動の実施日を記入すること。（複数日ある

場合は、初日と最終日を記載） ※複数日記載例：2017 年〇月〇日～〇月×日 
※ 本書類の添付がない場合、審査への申請は受理されません。 

    
 各活動の実績を明確に証明できる書類＊ 

添付書類には、「履修情報登録依頼（生涯学習ポイント用）」に記載した各項目の

対応する活動（項目）の整理番号を必ず明記すること。 
＊「各活動 （項目）の実績を明確に証明できる書類」の詳細は、「各項目の申請に必

要な証明書類について」のページ（P.10～）をご確認ください。 
 

※１ 「登録不可」となった場合、各整理番号に対応した不可理由がメールにて配

信されます。履修情報登録依頼の内容と整理番号をご自身で確認できるよう、

コピーの保管を必ずお願い致します。 
例）「申請不可理由：整理番号① 書類不備により審査ができませんでした。」など 

※２ 各証明書類に整理番号の記載がない場合は、審査への申請は受理されません。 
 
 

注 意 事 項 
本申請書類は、「ポイント付与審査」への申請のための書類です。したがって、上

記書類がそろっていない、記載内容に不備がある、添付書類が証明として明確なもの
ではない、などの場合は、「書類不備」にて審査対象外となりますのでご注意くださ
い。ぜひ必要事項 ・添付書類に漏れがないかをよくご確認いただきご郵送ください。 

※ 「書類不備」にて審査対象外となった場合、メールでの通知の上、お送りいただ
いた申請書類は破棄させていただきます。再度修正して審査へお申込みされる
場合もあるかと思いますので、必ずコピー等をご自身で保管ください。 
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（参考例）履修情報修正依頼の記載の仕方 

 

申請する履修ポイント

の「大項目-項目）」

を、履修ポイント基準

表で確認し、記載す

活動した内容（参加学会名）や、

「○○での発表」などの項目名を

記載。 

 

※１ 申請する項目は、同じ学会での発

表・参加でも、一つ一つ記載し申請

する必要があります。 

※２ 大項目３（論文・著作）は、掲載
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（参考例）証明書類の添付の仕方 

 

対応する整理番号をわかりやすく記載 

※②（学会発表）の証明書添付方法は P.◇参照 
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各項目の申請に必要な証明書類について 

 各項目に応じて、必要となる証明書類が異なります。それぞれの必要証明書がそろってい

ない、または書類に不備があると、ポイント登録審査へのお手続きができません。 
履修ポイント基準表を別途お手元にご用意の上、該当する活動の大項目を必ずよくご確

認ください。 
 

大項目１．学会参加 

【郵送申請が必要な項目】 
1－3),4),7),8) に該当する、他団体主催の学会参加（詳細は履修ポイント基準表を参照） 

 
【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 

 参加証、または領収証のコピー 
上記以外は参加の証明として認められない。（発表のプログラムや抄録等は、発表

の証明としては有効であるが、当日の参加状況の証明とはならないため。） 
 

 8) a. ：「日本学術会議協力学術研究団体に登録している団体」であることが証

明できる、日本学術会議ホームページ ( http://www.scj.go.jp/ )での確認結果をプ

リントアウトしたもの。（該当する学会に〇をつけること。） （P.11 参照） 
 

 8) b、 ：「関連学会」の要件を満たしていることが証明できる、HP 等で公開さ

れている当該団体の定款・役員名簿、および事務局と問い合わせ先が記載された

HP をプリントアウトしたもの。 （P.12 参照） 
※他団体の情報掲載状況について本会で全て把握しているわけではございませんので、学会ご

との役員名簿・定款の公開状況が不明の場合は、それぞれの主催学会へご確認下さい。 

 



11 
 

証明書類（参考例） 

 1-8)a. 「日本学術会議 協力学術研究団体に登録している団体」であることの証明 
 

＊確認方法 （ 2017 年 8 月 現 在 ）  
日本学術支援会議（http://www.scj .go.jp/）  ＞協力学術研究団体   

＞五十音順の索引にて該当学会を検索  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出展：http://www.scj.go.jp/ja/info/link/link_touroku_ta.html） 
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 1-8)b. 関連学会の要件を満たしていることを証明できる必要書類  ※3 種類すべて必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出展：http://www.jacr.jp/web/）

学会事務局 ・お問い合わせ先
掲載画面を印刷したもの 

役員名簿掲載画面を印刷したもの 

定款掲載画面を印刷したもの 
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大項目２．講習会・研修会の受講 

 すべてマイページへ自動登録となるため、個別申請の必要はありません。 
 
  

注 意 事 項 
 

大項目２．講習会 ・研修会の受講については、主催者から事前に本会のポイント
認証審査にお申込みをいただいた研修会 ・講習会のみがポイント付与対象となり、
主催者からの参加者名簿提出により一括登録となります。そのため、各自が郵送
にてご申請いただいても、ポイントの付与は認められません。 

協会・士会主催で開催された研修会・講習会と同じ内容・テーマであっても、
他団体主催の場合は、事前審査へお申し込みがないものは全てポイント付与対象
外となりますのでご了承ください。 

※他団体主催のものでポイント付与対象であるかが不明の場合は、主催団体へ
ご確認ください。 

 
また、ポイント認証の審査は、「講師」「時間数」の規定に応じて行われている

ため、同じテーマでの研修会・講習会であっても、同じ領域別有効設定とはなり
ませんので注意ください。 
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大項目３．論文・著作 

【郵送申請が必要な項目】 
「理学療法学」以外の、すべての項目（3.－1）～7) ）における論文雑誌への投稿・出

版媒体における著作 
＊ただし、都道府県士会 ・ブロックが発行する学術誌 （3.－4）に該当する雑誌）に関しては、監修団

体から執筆者の名簿提出がされることにより自動でポイント登録される場合も稀にあるため、 郵送

手続きが必要であるかは管轄の監修団体へご確認ください。 

 
【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 

 
 論文または著作物が掲載された雑誌や出版物等のコピー 

 
 本大項目のポイント付与対象となるための前提条件である、「下記のいずれかに登

録されていること」（履修ポイント基準表 大項目 3.の＊15）を満たしていること

が証明できる、HP 等で検索結果等をプリントアウトしたもの（P.16 参照） 
ご自身の論文・著作の該当箇所がわかるように印をつけてご提出ください。 

＊発表・会議録としての登録は、対象外 
１．医中誌 Web（特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会） 
２．J-STAGE（独立行政法人科学技術振興機構） 
３．CiNii（国立情報学研究所） 
４．MEDLINE & PubMed 
５．NDL-OPAC（国立国会図書館）  

⇒国立国会図書館の登録雑誌は ISSN 番号が付与されているため、その番号が付与され

ている雑誌であることがわかる証明でも良い。（P.17 参照） 

 

 3) b. および 5)＊1 ：SCI(Science Citation Iindex)または SSCI(Social Science 
Citation Iindex）に登録されている雑誌であることが証明できる、SCI または

SSCI での検索確認結果等の WEB ページをプリントアウトしたもの（P.18 参照） 
＊1 3)b.に該当する雑誌の共同執筆者の場合 

検索結果がわかるよう、印をつけてご提出ください。 

 
 4) および 5)＊2 ：査読があることが証明できる、該当雑誌の査読の有無に関す

る規定が明記されたページをコピーしたもの。（論文投稿規定等）（P.19 参照） 
＊2 4)に該当する雑誌の共同執筆者の場合 

査読に関する回答箇所がわかるように、マーカーを引いてご提出ください。 
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※１ 学術集会・大会の発表に関しての論文集・抄録集は、「大項目 4.－6）関連学会発
表」の証明としては使用できますが、「大項目 3. 論文・著作」のポイント付与の対
象とはなりません。（発表・会議録での登録は対象外） 

 例：○○研究大会の論文集として発行された雑誌に掲載されたもの 
 

※２ 履修情報修正申請の際は、上記の証明書類にて「ポイント付与基準を満たしている
か」が審査され決定されます。認定 ・専門理学療法士の新規取得または更新のための
申請の際には、「内容が希望領域または分野として適したものであるかの審査」（領
域別有効となるか）が行われるため、認定・専門申請時にも論文等執筆物のコピー
をご提出いただく必要があります。
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証明書類（参考例） 

 本大項目のポイント付与対象となるための前提条件である、「下記のいずれかに登録されていること」（履修
ポイント基準表 大項目 3.の＊15）を満たしていることが証明できる、HP 等で検索結果等をプリントアウ
トしたもの 
 
 
  

 

 

論文タイトル 

著者名 

内 容 

医中誌の掲載画面のコピー 

PubMed の掲載画面のコピー 

医学中央雑誌の掲載画面のコピー 
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 NDL-OPAC（国立国会図書館）に登録がある雑誌であること（ISSN 番号）の証明 
⇒ISSN 番号は、発行物等の表紙などに記載されていることが多いため、該当雑誌の表紙のコピー等で確認がで

きることが多い。 
 
 

 
 
★参考：ISSN の表示方法についての記載 
（出展：国立国会図書館 HP  http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/issn/index.html#anchor04） 

 

ISSN 番号が掲載された表紙のコピー例 
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 3-3)b. の要件を満たしていることを証明できる検索結果等の証明書 
＊確認方法 （ 2017 年 8 月 現 在 ）  
  SCI(Science CitationI index)に登録されている雑誌かどうかの確認サイト  

（http://scientif ic.thomson.com/cgi-bin/jrnlst/j loptions.cgi?PC=D）   

＞SERCH を選択  ＞雑誌名を入力（英字）  ＞「Full Journal Title」  

＞SERCH を選択   

 

  SSCI(Social Science Citation I index）に登録されている雑誌かどうかの確認サイト  

（http://scientif ic.thomson.com/cgi-bin/jrnlst/j loptions.cgi?PC=SS）  

＞SERCH を選択  ＞雑誌名を入力（英字）＞「Full Journal Title」を選択  

＞SERCH を選択  

 

SCI に登録されている雑誌であることの証明（SCI 登録雑誌の検索結果） 

内 容 
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 該当雑誌の査読に関する規定が明記されたページをコピーしたもの（論文投稿規定等） 

 
 

参考例： 「理学療法科学」の投稿規定のコピー 
（出展：http://spts.jpn.com/toukou/rigaku.html） 

査読に関する該当箇所がわかるよう

に、マーカーを引いてご提出くださ

い。 
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大項目４．学会発表等 

【郵送申請が必要な項目】 
4－1),2),5),6),7)に該当する活動の中で、他団体である「WCPT」「ACPT」「日韓カンフ

ァレンス」「関連学会＊」での活動にあたるもの（＊詳細は履修ポイント基準表参照） 
 
【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 

 発表した学会名と演題名が明記されたプログラム集や抄録等のコピー（P.21 参照） 
自身が発表した項目がわかるようにしるし等をつけて提出する。 
抄録ページに学会名が入っていない場合は、その学会でこの演題を発表したこと

が確実に証明できるもの（抄録集の目次、表紙のコピーなど）を添付する。（P.22
参照）手書き等での記入は証明とはならないためご注意ください。 
 

 5) および 6) ：下記のいずれかの「関連学会」であることが証明できる書類 
a 「日本学術会議協力学術研究団体に登録している団体」であることが証明で

きる、日本学術会議ホームページ ( http://www.scj.go.jp/ )での確認結果をプ

リントアウトしたもの。（該当する学会に〇をつけること。） （P.11 参照） 
 

b 「関連学会」の要件を満たしていることが証明できる、HP 等で公開されてい

る当該団体の定款・役員名簿、および事務局と問い合わせ先が記載された HP
をプリントアウトしたもの。（P.12 参照） 

 
※ 履修情報修正申請の際は、上記の証明書類にて「ポイント付与基準を満たしているか」

が審査され決定されます。認定 ・専門理学療法士の新規取得または更新のための申請の
際には、 「発表内容が希望領域または分野として適したものであるか」 （領域別有効とな
るか）の審査が行われるため、認定 ・専門申請時にも抄録等のコピーをご提出いただく
必要があります。
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証明書類（参考例） 

 発表学会名、発表者名、テーマ、発表年月日が記載されたプログラムや抄録のコピー 
 

例１） プログラム集や抄録の発表 （シンポジウム）演題名が明確であり、かつ発表した学
会名が記載されている場合は、それらのコピーのみでよい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（出展：http://www.c-linkage.co.jp/jspt51/program.pdf） 
 

学会名が明記

されている。 

プログラム集の WEB ページ等をプリントアウトしたもの 

申請者の氏名、発表内容が

明確にわかるように、しる

し等をつけて提出するこ

と  
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例２） プログラム集や抄録に発表した学会名が記載されていない場合は、学会名のわか
る表紙等のコピーを別途添付する。 

 

発表した学会の抄録集のコピー 

発表した学会の抄録集の表紙 

抄録集に学会名が明記され

ていないと、その学会での

発表であったかの審査がで

きないため、抄録集の表紙

も添付する必要がある。 

申請者の氏名、発表内容が

明確にわかるように、しる

し等をつけて提出するこ
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大項目５．講習会・研修会の講師 

すべてマイページへ自動登録となるため、個別申請の必要はありません。 
＊ただし、本会 ・士会主催以外の研修会で自治体 ・各種団体等から各都道府県士会宛に講師派遣依頼

があり，当該士会より講師としての業務を委任され、それらの活動に対し当該士会が 「大項目５.―

6) 都道府県士会が講演する講習会 ・研修会」に相当するものであると認めるかどうかについては、

それぞれの士会にて対応 ・判断しております。 （当該士会による証明書の発行、または協会宛に講師

リスト提出があるなど。）申請手続きについては各都道府県士会にご確認ください。 
 

大項目６．論文・学会演題の査読 

【郵送申請が必要な項目】 
6－1),2),4),に該当する活動の中で、「理学療法学」以外の論文雑誌の査読。 

 
【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 

 雑誌発行団体による証明書類 
※ 都道府県士会 ・ブロック等で監修している雑誌媒体の中には、雑誌発行団体から協会宛

に直接まとまった査読者リストが提出され、自動でのマイページへのポイント登録が
される雑誌もあります。（その場合は査読者証明書の提出は不要となります。）個人ごと
の郵送申請が必要な雑誌であるか、そうでないかの確認は、雑誌の発行団体にご確認く
ださい。 

 
 

大項目７．大学院修了の読み替え 

＊ 新人教育プログラム修了以前に修了されたものもご申請いただけます。 
 

【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 
 学位記等の大学院修了が証明できる証明書類のコピー 

 
※ 履修情報修正申請の際は、上記の証明書類にて「ポイント付与基準を満たしているか」

を審査されますので、大学院修了がわかる 「学位記等」のみの送付で構いません。認定 ・
専門理学療法士の新規取得または更新のための申請の際には、 「大学院での研究内容が
希望領域または分野として適したものであるか」（領域別有効となるか）の審査が行わ
れるため、認定 ・専門申請時に修士論文または博士論文をご提出いただく必要がありま
す。 
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大項目８．臨床実習指導者としての業績 

【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 

 
 養成校から証明を受けた実習指導者業績証明書のコピー 

履修情報登録依頼（生涯学習ポイント用）の「受講日・取得日」には、実習最終日

をご記載ください。 
 
※１ 養成校実習責任者の押印がないものは無効となります。 
 
※２ 臨床実習の主たる指導者とは、実習期間において実習生のマネジメントを

担当すると同時に、実習生の担当する症例の少なくとも 1 例に関して直接指
導に関わった場合のみが対象です。ただし、下記の場合は対象となりません。 

  ① 2 週間未満の実習指導の場合 
  ② 実習期間が 2008 年度以前の場合 
  ③ 実習開始日が新人教育プログラム修了前の場合 
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参考︓実習指導者業績証明書 
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大項目９．生涯学習機構が定める資格 

＊ 資格が有効期限内であれば、新人教育プログラム修了以前に修了されたものもご申請いただけます。 

 

【郵送申請が必要な項目】 
9.に該当する資格の中で、1.～18.までの資格。（詳細は履修ポイント基準表参照。） 
※19.～22.の資格においては、履修情報登録依頼のお手続き（郵送申請）は不要です。 
 

【必要となる証明書】  ■必須提出書類、□は該当する項目でのみ必要な提出書類 
 資格の証明となる、取得した資格名および発行団体が明記された証明書（資格証）

のコピー（資格名の記載がない研修修了証等は確認ができないため。） 
 

※１ 互換できるのは申請時において資格が有効期限内であるもののみが対象となりま
す。過去に有していたが更新等を行っていない、有効期限が切れているものは対象
とはなりません。 

 
※２ 申請は 1 資格につき 1 回のみ有効であり、更新等を行った場合も、過去に 1 度申

請したことのある同資格を新たな履修ポイントとして申請することはできません。 
 
※３ 資格証以外の書類（研修会の修了証等）で、資格名の明記がないものは、証明と

してご使用いただけません。それらをもって申請をされる場合、その研修 ・講習を
もって該当資格の付与が認められることが明記された要項等を合わせてお送りく
ださい。 

 
※４ 資格を取得するために受講した講習会を、個別に大項目２.のポイントとして申請

することはできません。（他団体主催の講習会に対する 「大項目 2. 講習会 ・研修
会の受講」のポイント付与は、主催者からの審査への事前申込により、主催者から
参加者リストをご提出いただくことで決定しています。そのため、自動でポイント
登録がされますので、個別での申請はできません。）また、資格取得のために受講
された講習会が大項目 2.としてマイページへポイント付与されている場合、資格
互換が認められている領域と講習会受講ポイントの領域別有効設定が同じとなる
わけではございません。 

 
  



27 
 

その他． 

以下に該当するコースまたは講習会の修了は、認定・専門理学療法士申請の際に、修了し

たことの証明となる主催団体が発行した証明書のコピーをお送りいただくことで、該当領

域の履修ポイントとの互換が認められます。 
※ 認定・専門申請期間外での受付はしておりませんのでご注意ください。 

 
 文部科学省「課題解決型高度医療人材プログラム」に該当する下記のコース修了 

 大阪府立大学 「地域リハビリテーション学コース」 

 長崎大学 「臨床指導者養成教育コース」 

 長崎大学 「地域包括ケア人材養成コース」 

 

 PT.OT.ST 養成施設教員等講習会 
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認定・専門理学療法士制度に関するお問い合わせ先 

公益社団法人日本理学療法士協会 事務局 

生涯学習課（認定・専門理学療法士担当）   

【E-mail】 ninteisenmon@japanpt.or.jp 

 

★こちらもご確認ください！ 

よくあるお問い合わせ ⇒【協会 HP FAQ（生涯学習）】  

http://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/lifelonglearning/ 
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