☆会員の方向けQ ＆ A☆ 13/3/22
大項目

中項目

よくある質問

回答
・動作環境のご確認をおねがいします。
パソコンのＯＳはWindows XP SP3以上、Windows Vista SP１以上、Windows ７、Mac OS
Ⅹ以上、
ブラウザはInternet Explorer 6 SP1以上、Internet Explorer 7以上、Firefox 3以上、Safari 3
以上です。
ただし、Internet Explorer9で一部に動作不良が確認されています。

マイページ

ログイン

マイページにログインできない
（手元にハガキはあるorログインＩＤ・パスはわかってい
る）

・協会事務局では先生のパスワードを確認することができませんが、以下の点再度ご確認
ください。
アルファベットのO（オー）と数字の０（ゼロ） アルファベットのｌ（エル）と数字の1（いち）
この場合、数字の0と1になります。このアルファベット2文字を使用しておりません。
IDは8ケタの会員番号と最後にアルファベットを使用していますが、IDに付くアルファベット
はすべて半角大文字です。
パスワードは大文字、小文字の混合です。以下の文字は再度ご確認ください。
Cとc、Kとk、Pとp、Sとs、Vとv、Wとw、Xとx、Zとz
・会員番号の一番最後にアルファベットが書かれているのでご確認下さい。

マイページ

マイページ

マイページ

パスワード

パスワード

マイページのIDとパスワードを忘れてしまいました。
＆秘密の質問を忘れてしまいました。

既に一度でもログインしていれば「秘密の質問」に答えることで
画面上にパスワードが表示されます。
一度もログインしていない場合、もしくは秘密の質問を忘れた場合は
協会HPよりFAXまたは郵送で再発行依頼をお願いします。
再発行の手続きが終わりましたら、封書でご郵送先へお送りさせていただきます。

マイページのID／パスワードに関しましては、
セキュリティーの関係上、再発行はメールでは受け付けておりません。
マイページのIDとパスワードの再発行をお願いします。 お手数ではございますが、協会HPよりFAXまたは郵送で再発行依頼をお願いします。
再発行の手続きが終わりましたら、封書でご郵送先へお送りさせていただきます。

新人教育プロ マイページ内。新人教育を修了しているにもかかわら
グラム修了 ず、仮登録となっております

マイページ左側のメニューの部分に「生涯学習管理」がございますので、「研究部会登録」
へお進み下さい。「研究部会登録」を完了していただきますと、修了に表示が変更になりま
す。

マイページ

新人教育プロ マイページ内。新人教育を修了しているにもかかわら
グラム修了 ず、未修了となっております

新人教育プログラムの単位がマイページに反映されているかご確認下さい。
又、「修了申請ボタン」を押してらっしゃるかもご確認ください。
単位が反映されていない場合は、修正依頼が必要になります。
マイページTOPのお知らせより履修修正をご覧下さい。協会にて約1ヶ月で登録いたしま
す。
ただし、新人教育プログラム修了認定書をお持ちの方は
至急、お調べ致しましてご連絡差し上げますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

マイページ

新人教育プロ 「仮登録」と「修了」の違いはなんですか？
グラム修了

新プロ15単位入力後に修了申請を行っていない、または以前に新ﾌﾟﾛを修了されても、専
門領域研究会未登録の場合は「仮登録」と表示されます。
新ﾌﾟﾛ修了要件の15単位を取得いただいた上で、専門領域研究会の登録後に「修了」と表
示されるようになります。

マイページ

新人教育プロ 「未修了」と「仮登録」のちがいは？
グラム修了

「未修了」→新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがまだ終わっていない状態
「仮登録」→新ﾌﾟﾛ15単位を取得済みで、まだ研究部会の登録が済んでいない状態

受講した履歴は、どれくらいで反映されますか。

2013年3月現在、開催日より約1か月で登録しております。
データの変換作業などのためお時間を頂戴しております。

履修履歴

受講した履歴が、マイページに反映されていません

開催日より２か月程経過しても単位が反映されていない場合は、修正依頼をお出しくださ
い。
申請書類の掲載場所は、マイページTOP⇒お知らせ⇒☆履修履歴修正などよくあるご質
問はこちら☆をご覧下さい。
申請書類のご到着後、協会にて約1ヶ月で登録いたします。

マイページ

履修履歴

既に修了している場合、単位の変更ができません。
新人教育プログラムは修了していますが、マイページで 士会様より履修情報を頂戴する場合、単位数情報と、修了情報の二つを頂戴すると、単
は修了（0単位）となっていますので、修了（15単位）へ変 位数は18にみたないが、修了しているという表記となります。
更していただけないでしょうか？
また、修了情報が単位情報より優先度が高いもので、一度修了してしまうと単位の変更が
出来ない事をご了承頂けますと幸いです。

マイページ

休会

マイページ

マイページ

履修履歴

休会会員の方は、会員用のIDとパスワードはご使用できません。
現在休会中ですが、マイページにはログインできますで
休会中の方用のIDとパスワードをお送りしております。
しょうか？
一部機能は限られますが、マイページをご覧いただけます。
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大項目

新入会員

中項目

よくある質問

会員カード発 新入会員登録と会員カード発行は、どのようなスケ
ジュールですか。
行

回答
WEBで入会手続き → 都道府県士会受理 → 協会事務局受理の後、入会金請求 →
入金確認後、協会理事会提出 → 協会理事会で承認 → 会員番号とともに理学療法
学等の書類が手元に届きます。（入会申請後、１～2ヶ月ほどかかります）
会員証につきましては、定期発行のため理事会承認後、１～2ヶ月ほどかかります。

協会システムからお申込みいただいた講習会（協会主催）の講習会費につきましては、お
申込みいただいた際に「楽天カード」によるお引き落しか、「現金振り込み」か選択いただ
いております。

講習会・学会

会費支払

参加費の支払方法を教えてください。

楽天カードの場合は、カード会社より請求が参ります。
現金振り込みの場合は、後日振込用紙をご登録のご住所宛てに送付いたします。
都道府県士会主催の講習会の場合は、銀行振り込みや当日徴収など、主催により異なり
ますので、主催機関にご確認ください。

講習会

入会手続き中でマイページに入れないのですが、講習

入会申請中 会の参加登録をどのように行えばよいですか？

入会手続き中で、マイページに入れない方は、
FAX申し込み用紙を使用して申し込みをお願い致します。
（協会HP ⇒協会主催研修会 ⇒ セミナー一覧画面 ⇒ セミナー詳細画面 ⇒ 『添付
ファイル欄』を
クリックすると、FAX申し込み用紙をダウンロードいただけます。）

新ﾌﾟﾛ

専門領域研究 新人プログラム終了証も受け取りましたが、専門領域が マイページ左側のメニューの部分に「生涯学習管理」をクリックしていただくと「研究部会登
録」がございます。
仮登録になっていますがどうしたらいいですか。
部会
そちらで研究部会の登録をしていただくと仮登録が修了へ変わります。

新ﾌﾟﾛ

今までは会員様個人や、士会様によって管理されていたために全ての履修状況が残って
いないことが多く、今回のようにいくつかの単位が取得済み、かつ「新プロが修了してい
新プロが修了していますが、表示されている合計が○○ る」という士会様から得た情報をもとに入力されているため、このような表示となることがあ
単位となっています。どういうことでしょうか？
ります。
ご確認のとおり表示単位数は異なりますが、修了に必要な単位は取得されておりますの
で先生の新プロは修了しております。
システム移行にともなう事情であることをご理解のうえ、ご了承いただけますと幸甚に存じ
上げます。

単位状況

マイページでの新人教育プログラムのポイント取得日が
修了書の日付と異なるので修正したいのですが、サー
バーエラーの表示が出てしまいますが、どうすればよい
のでしょうか？

今のところシステムの関係で新プロの日付けは専門領域研究部会に登録された日となっ
ており、画面上で変更ができないようになっております。
現在取得年度に変更しておりますが、異なる場合は修了書の日付をお知らせ下さい。
確認の上、ご連絡を差し上げます。混乱を招いておりますことをお詫び申し上げます。
つきましては、少々お時間いただきますよう、お願い申し上げます。

新ﾌﾟﾛ

修了書

新ﾌﾟﾛ

単位認定

「C-6 症例報告」は論文掲載（筆頭のみ）でも単位認定
「Ｃ-６ 症例報告」は症例発表会や学会での発表が単位として認められます。論文掲載で
されますか。
は認められません。

新ﾌﾟﾛ

単位認定

都道府県主催のセミナーではないのですが、△△の単
ご所属の都道府県士会にお問い合わせください。
位として認められませんか。

新ﾌﾟﾛ

他県の新人プログラムに参加した場合でも単位として認

他県の講習会 められますか？

新人教育プログラムテーマにのっとって行われる講習会は、単位として認められます。
参加方法などについては、開催場所の都道府県理学療法士会にお問い合わせください。

現在修了申請は、会員様個人がマイページより行う形になっております。
その情報をもとに、本会から修了証を発行しております。定期的の発行のため、お手元に
届くまでに２～３か月ほど頂戴しております。

新ﾌﾟﾛ

修了証

現在も協会から新プロ修了者に修了書を発行していま
すでしょうか？

なお、修了日は修了申請ボタンを押した日になりますので、その日以降の
活動は生涯学習ポイントとして認められます。
修了申請後、マイページから専門領域研究部会へ入会の登録が義務化されていますの
で、登録をお願いいたします。

新ﾌﾟﾛ

修了証

H24年度よりマイページより新人教育プログラムを修了申請ボタンをクリックしていただき
ますと
新人教育プログラムの修了証を発行して頂きたく、連絡
後日、郵送にて送らせていただきます。（1回目の郵送は、2012年11月上旬でした）
致しました。
なお、H23年度までに修了されている場合は士会への申請が必要でした。
万が一、お忘れの場合は修了手続きをさせていただきますので、お問い合わせください。
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大項目

中項目

生涯学習

ポイント

生涯学習

ポイント

生涯学習

論文

よくある質問

回答

『マイページに取得単位が反映され、修了要件を満たし、修了申請ボタンを押した日』以降
の活動にてポイントを取得することができます。
新人教育プログラムを終了したが、いつから生涯学習プ なお、修了申請後、専門領域研究部会の登録も併せてマイページから行っていただける
ログラムのポイント取得が出来るのか。
ようアナウンスいただけますと幸いです。
たとえば、12月に終了していれば、1月（または終了直後
の研修会）から取得できるのか。
修了証は、申請日から２～３か月でお手元に届きますが、修了証が手元になくとも、
（ 協会のマイページではまだ単位が反映されておらず、 修了申請ボタンを押していれば生涯学習ポイントが付与されます。
新プロの修了手続きができていない場合なども想定され 新人教育プログラムの単位がまだマイページに反映されず、修了申請をなさっていない
ます。）
状態ですと、ポイントが付与されません。
今後、マイページへの反映のスピードアップに努めてまいりますので、ご理解いただけま
すと幸いです。

認定・専門理学療法士申請の際、一度申請に使用した
一度申請にご使用されたポイントは、他の領域に重複して使用することができませんので
ポイントを、他の領域の申請の際に再利用することはで
ご了承ください。
きますか。

論文とは、著書の中での報告でもよいでしょうか？

査読付きの研究論文をさしますので，本の一部の執筆は認められません．論文は，査読
付きの研究論文をさします．

公的機関の定める資格について、資格取得年月日は、

生涯学習

それとも2006年4月
公的機関の定 いつでもかまわないのでしょうか？
資格取得日の制限はありません．ただし，1資格1回のみの使用になります．
以降に取得されたものでないと認められないのでしょう
める資格 か？

生涯学習

海外での活動 か？

生涯学習

海外での講習会受講は、ポイントとして認められます

翻訳

現在は，国際学会と論文以外は，国内での活動のみ認めている現状です．

翻訳本は著者として取扱いが可能か。その時のポイント
基準には規定がありませんが，基準の3-5），3-6)に準じて認定されると考えます。一人で
は何ポイントになりますか。
訳した場合は80ポイント、分担で訳した場合は30ポイントです。

生涯学習

マイページ内『お知らせ一覧』8/10付で掲載されている
日本理学療法士協会や都道府県理学療法士会主催以
「★履修履歴★よくある質問・修正依頼～」内のマイページ修正依頼フォーマットに履修し
外の学会の参加ポイントは、どのように申請したらよい
た証明となる書類のコピー（修了証書・受講証明書のコピー）を添えて、郵送にてご申請く
ポイント申請 でしょうか？
ださい。
（ポイント表1-7),1-8)に該当するようなもの)
申請書類のご到着後、協会にて約1ヶ月で登録いたします。

生涯学習

マイページ内『お知らせ一覧』8/10付で掲載されている
大学院の修士、博士ポイント・公的資格のポイント（日本 「★履修履歴★よくある質問・修正依頼～」内のマイページ修正依頼フォーマットに履修し
ポイント申請 糖尿病療養指導士など）の申請はどのように行ったらよ た証明となる書類のコピー（修了証書・資格証明書のコピー）を添えて、郵送にてご申請く
いですか？
ださい。
申請書類のご到着後、協会にて約1ヶ月で登録いたします。

生涯学習

生涯学習

認定理学療法
士

講師

１日で複数テーマの新人教育プログラムの講師をした場 はい、担当されたテーマの数分、講師ポイントが付与されます。
合、テーマごとに講師ポイントは付与されますか？
例）１日２テーマ担当の場合は、都道府県士会主催の研修会講師（10P）×２で20ポイント

臨床実習指導 臨床実習指導者の申請はどのように行ったらよいです
か？
者

症例報告

証明書は下記よりダウンロードできます。
http://www.japanpt.or.jp/04_for_pt/system/pdf/youshiki-08.pdf
養成校から返送された書類をコピーし、本会事務局（学術・教育部門）あてにお送りくださ
い。
原本は、お手元に保管ください。

症例報告（レビューレポート）には、年限などはあります
新人教育プログラム修了後に診た症例で、過去５年以内のものをご提出ください。
か？

協会指定研修、ならびに領域ごとの認定必須研修会は、受講年度より5年間有効となりま
す。

協会指定研
認定理学療法
認定理学療法士受験のための、「協会指定研修」「認定
ただし、認定試験は協会指定研修・必須研修会の内容からも出題されますが、年によりス
修・認定必須 必須研修会」は、有効期間はありますか？
士
ライドの一部が変更となることがございますので、その点も踏まえて受講の時期をご検討
研修会
いただけますようお願い致します。

会員情報
診療報酬・介
護報酬

異動申請

住所変更をしたいときはどうしたらよろしいでしょうか？

マイページより会員情報の異動届のご登録をお願い致します。
変更されるところのみ新しい情報のご入力をお願い致します。

診療報酬・介護報酬の算定方法についての質問はどこにす
れば良いでしょうか。

ご所属の県士会の医療保険部または介護保険部にお問い合わせください。

