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神経学的音楽療法アカデミー：
使命と規約（2018 年 5 月 11 日）
アカデミーの使命：神経学的音楽療法（NMT）の実践を世界中に広め、進展させ、保護す
ること。
アカデミーの展望：音楽療法実践のゴールドスタンダードとして NMT を公布し、ヘルスケ
ア分野でこのゴールドスタンダードの可用性を高めること。
アカデミーの目的：神経学的音楽療法アカデミーは、神経学的音楽療法の科学的根拠に基づ
いた実践の専門的な教育と理解を促進し、世界中の神経学的音楽療法士の協調的かつ協力
的な取り組みを促進するために 2002 年に設立されました。アカデミーは、継続学習、学生
トレーニング、研究、情報共有、および保険による払い戻しに対する取り組みを促進します。
アカデミーは理事会によって監督され、諮問委員会、研究評議会、および国際連絡評議会を
設置して、NMT の専門的および科学的発展に関連するすべての問題について助言します。
研究評議会を除いて、評議会の構成は過半数を NMT 臨床家が占めます。
理事会の目的：理事会は、全体的な方針と方向性を含む、すべての活動を監督する
責任があります。理事会は、以下の目的で、日常業務の責任をプログラムディレク
ターと評議会に委任します。
➢

NMT モデルの一貫性を保護する。

➢

NMT モデルの開発と公布を促進する。

➢

アカデミー会員の責任ある倫理的実践を促進する。

➢

最良な治療の可用性を確保する。

諮問委員会の目的：NMT の将来の方向性と成長に影響を与える行動に関連する客
観的助言を NMT アカデミーに提供すること。助言は以下の目的で行います。
➢

NMT モデルの一貫性を保護する。

➢

NMT モデルの開発と公布を促進する。

➢

アカデミー会員の責任ある倫理的実践を促進する。

➢

最良な治療の可用性を確保する。

研究評議会の目的：NMT の臨床実践のための科学的基盤を構築し続けるために、
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NMT に関連する研究に対して助言、擁護および支援を提供すること。
国際連絡評議会の目的：アカデミーと、NMT が実践、教育、研究されている世界
の多くの場所との間の連絡役を務めること。国際連絡評議会は次の情報を提供し
ます：
➢

NMT が実施されているさまざまな国からの NMT の状況、進展、およびニー
ズの更新情報。

はじめに：神経学的音楽療法アカデミーは 501（c）3 組織であり、その使命は NMT の実践
を世界中に広め、進展させ、保護することです。この目的のために、アカデミーは NMT の
エビデンスに基づく実践に関する情報を広め、最良の治療を確実にするための NMT の継
続学習の機会を提供します。アカデミーによる国際研修やフェローシップ研修を無事に修
了したものは、アカデミーの会員となり、NMT で最高水準の実践を維持することに尽力し
ている専門家を特定する目的で一般に公開されている名簿に登録されます。登録名簿は国
際的であり、音楽療法の臨床家や学者だけではなく、NMT の国際研修やフェローシップ研
修を無事に修了し、NMT の普及に取り組んでいる他職種も含まれます。アカデミーの最終
的な目標は、NMT の一貫性を維持し、NMT 受療者を護ることです。
会員規範：NMT アカデミーの主な役割は、神経学的音楽療法のエビデンスに基づく実践を
広め、進展させ、保護することであり、アカデミー会員のステータスを維持することは特権
であり責任でもあります。初回のアカデミー会員登録は、継続的なアカデミーへの所属を保
証するものではありません。会員は一貫した専門的かつ倫理的な基準を維持することが求
められています。これらの基準を守らないもの、または個人もしくは NMT の臨床が適切で
ないと判断されたものは、NMT 名簿から名前が除かれます。また、継続学習はこのエビデ
ンスに基づく実践に必要不可欠であり、フェローシップもしくは他の研修会を更新期日ま
でに受講しない会員は名簿から名前が除かれます。
会員ステータス：アカデミーは、4 種類の会員ステータスを定め、それぞれのステータスの
条件、責任、NMT 実践範囲の制限を定義します。
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会員の種類
NMT 会員：
1） NMT 会員には次の条件を満たす人が登録できます。
⚫

MT-BC(アメリカの音楽療法士認定)資格を有するか、米国外で臨床を行ってい
るものは、その国の音楽療法士としての資格を有する。

⚫

過去 3 年以内に NMT 国際研修会を受講している。

⚫

各自の理解できている範囲内で、NMT の実践について適切に説明できる。

⚫

NMT 治療モデルを保護するために、必要に応じてアカデミーのサポートを求
めることができる。

2）NMT は認定または資格ではありません。NMT は、NMT 国際研修会を修了す
ることにより得られる称号であり、アカデミー会員規範に従って維持されます。
3）NMT 会員は、書類上、名前の後に NMT と記載することをお勧めします。
短い (タイトルの記載) 例：Johanna Doe、MT-BC、NMT
長い (タイトルの記載) 例：Johanna Doe、MT-BC、NMT
Music Therapist-Board Certified
Neurologic Music Therapist
短い例：山田花子 音楽療法士、NMT
長い例：山田花子 日本音楽療法学会認定音楽療法士、神経学的音楽療法士
4）NMT の称号の使用は 3 年以内にフェローシップ研修会に参加するか、4 年以
内に再度国際研修会を受講することによって継続して使用できます。
5）NMT 会員が更新の為に研修会に参加せず、NMT の失効年から 6 か月以内にア
カデミーに連絡が無い場合、アカデミー会員資格を喪失し、名簿から除かれます。
6）NMT 会員が何らかの理由でフェローシップ研修を修了できない場合、NMT は
3 年経った後、2 か月以内にアカデミーディレクターに連絡する必要があります。
⚫

例外は、次の詳細を記載した書面によるリクエストにより認められる場合が
あります。
1.リクエストの理由
2.特定のタイムラインを設定したプラン
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⚫

例外は、NMT 理事会または理事会によって指名された人により許可されます。
◦ 例外は、アカデミー会員に書面で通知されます。
◦ 通知には、必要な行動契約と完了までの期限が詳しく記載されています。
◦ 期日が守られない場合、会員は書面で通知され、名前は名簿から除かれま
す。

7）NMT 会員は、特定の NMT の技法をより深く理解し、誤用を防ぐために、自分
の理解の範囲内で実施し、他の NMT 会員、および可能な場合は NMT フェロー会
員からのサポートを求める必要があります。
8）NMT 会員は、NMT の教師/トレーナーではなく、NMT について学びたい人に
対しては、NMT アカデミーによる研修を紹介する必要があります。
9） NMT 会員は、連絡先を変更した場合は、アカデミーに通知する責任がありま
す。これにより、次の目的のために名簿上の情報は適時更新されます。
⚫

アカデミーからの継続的な最新情報（研究、求人、専門的なイベント）の配布。

⚫

人々が自分の地域で訓練を受けた NMT 会員を特定できるようにするため。

10）職業上または個人的な理由で会員登録が失効した場合でも、職業面での利益を
得るために故意に会員であると詐称した場合を除いて、登録が失効した会員は、国
際研修を再受講せずにフェローシップ研修会に参加することでアカデミーに再登
録できます。
NMT フェロー会員：
1）NMT フェローの称号は、以下の要件を満たす人に授与されます。
⚫

MT-BC（アメリカの音楽療法士認定）資格を保持するか、米国外で実施して
いる場合は、適切な音楽療法の資格を保持している。

⚫

過去 5 年以内に NMT フェローシップ研修を無事に修了している。

⚫

理解の範囲内で、NMT を適切に実践している。

⚫

NMT 治療モデルを保護するために、必要に応じてアカデミーを通じてサポー
トを求めることができる。

2）NMT フェロー会員は、フェローシップ研修の修了により得られる称号であり、
音楽療法の資格ではありません。
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3）NMT フェロー会員は、書類上、名前の後に NMT フェローと記載することを
お勧めします。
短い例：Johanna Doe、MT-BC、NMT Fellow
長い例：Johanna Doe、MT-BC、NMT Fellow
短い例：山田花子 音楽療法士、NMT フェロー
長い例：山田花子 日本音楽療法学会認定音楽療法士、
神経学的音楽療法士フェロー
4）NMT フェローの称号は、5 年以内にフェローシップ研修会を再受講するか、6
年以内に国際研修会を再受講することによって継続して使用できます。
5）NMT フェロー会員が更新の為に研修会に参加せず、NMT の失効年から 6 か月
以内にアカデミーに連絡が無い場合、アカデミーフェロー会員の資格を喪失し、名
簿から除かれます。
6）NMT フェロー会員が何らかの理由でフェローシップ研修を修了できない場合、
5 年経った後、2 か月以内にアカデミーディレクターに連絡する必要があります。
⚫

例外は、次の詳細を記載した書面によるリクエストにより認められる場合が
あります。
1. リクエストの理由
2. 特定のタイムラインを設定したプラン

⚫

例外は、NMT 理事会または理事会によって指名された人により許可されます。
◦ 例外は、アカデミーフェロー会員に書面で通知されます。
◦ 通知には、必要な行動契約と完了までの期限が詳しく記載されています。
◦ 期日が守られない場合、会員は書面で通知され、名前は名簿から除かれま
す。

7）NMT フェロー会員は、特定の NMT の技法をより深く理解し、誤用を防ぐた
めに、自分の理解の範囲内で実施し、他の NMT 会員、および可能な場合は NMT
フェロー会員からのサポートを求める必要があります。
8）NMT フェロー会員は、NMT の有効性について他の人を教育するために、職場
や市民講座などで NMT についてのプレゼンテーションを提供することが奨励さ
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れています。
9）NMT フェロー会員は、特定の NMT 技法のエビデンスに基づく適用に関する
情報をさらに広めるために、音楽療法士や他職種に対して専門的な公開プレゼン
テーションを提供することが奨励されています。
10）NMT フェロー会員は、NMT の教師/トレーナーではなく、NMT の正式なト
レーニングを受けることに関心がある人に対しては、NMT アカデミーによる研修
を紹介する必要があります。
11）NMT フェロー会員は、連絡先を変更した場合は、アカデミーに通知する責任
があります。これにより、次の目的のために名簿上の情報は適時更新されます。
⚫

アカデミーからの継続的な最新情報（研究、求人、専門的なイベント）の配布。

⚫

人々が自分の地域で訓練を受けた NMT 会員を特定できるようにするため。

12）職業上または個人的な理由で会員登録が失効した場合でも、職業面での利益を
得るために故意に会員であると詐称した場合を除いて、登録が失効した会員は、国
際研修を再受講せずにフェローシップ研修会に参加することでアカデミーに再登
録できます。
他専門職会員：
1）他専門職会員には、次の要件を満たす人が登録できます。
⚫

神経学的障害のある人の治療に専念する他職業の資格を有している。

⚫

NMT 国際研修会を受講している。

⚫

エビデンスに基づく治療モデルとして NMT を公布しながら、自分の専門職の
実践範囲内で活動することにより、NMT の実践を適切に示すことができる。

⚫

NMT 治療モデルを保護するために、必要に応じてアカデミーのサポートを求
めることができる。

2）他専門職会員は
⚫

職業上 NMT と名乗ることはできません。

⚫

受講により音楽療法士となることはできません。

⚫

自分の専門職の実践に NMT の基本的な考えと方法を取り入れることが奨励
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されています。
3）他専門職会員は、NMT のパラダイムとその臨床への応用をより深く理解し、
誤用を防ぐために、自分の理解の範囲内で実施し、他の NMT 会員、および可能な
場合は NMT フェロー会員からのサポートを求める必要があります。
4）他専門職会員は、NMT の教師/トレーナーではなく、NMT の正式なトレーニ
ングを受けることに関心がある人に対しては、NMT アカデミーによる研修を紹介
する必要があります。
5）他専門職会員は、連絡先を変更した場合は、アカデミーに通知する責任があり
ます。これにより、次の目的のために名簿上の情報は適時更新されます。
⚫

アカデミーからの継続的な更新情報（研究、求人、専門的なイベント）の配布。

⚫

人々が自分の地域で訓練を受けた会員を特定できるようにするため。

6）職業上または個人的な理由で会員登録が失効した場合でも、職業面での利益を
得るために故意に会員であると詐称した場合を除いて、登録が失効した会員は、国
際研修会修了証を再取得せずにフェローシップ研修に参加することでアカデミー
に再登録できます。
その他の会員：
短期コースの参加者：
⚫

短期コースのトレーニングにのみ参加した人は、別のカテゴリーの名簿に名
前が記載されます。短期コースの参加者は、NMT 技法をすべて使用すること
が許可されておらず、専門的なトレーニングに最も関連する技法のみ使用が
許可されます。

学生会員：
1） 学生会員には、次の要件を満たす人が登録できます。
⚫

現在、高等教育機関で音楽療法を専攻しているか、もしくは他の療法/リハビ
リテーションを専攻している。

⚫

NMT 国際研修を受講している。

⚫

NMT の実践について適切に説明できる。

⚫

NMT 治療モデルを保護するために、必要に応じてアカデミーを通じてサポー
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トを求めることができる。
2）音楽療法の学生は、MT-BC（米国の音楽療法士資格）、または他国での音楽療
法の適切な認定または資格を取得するまで、NMT の称号を得る事や NMT を実践
したりすることはできません。
3）フェローシップ研修参加までの 3 年間の期間は、専門家の資格を受け取った日
から始まります。
4）他分野の学生は、それぞれの職業で認定または資格を取得まで、NMT の基本
的な考えや方法を使用することはできません。
5）学生は、それぞれの専門分野での資格を取得したことをアカデミーに通知する
まで、学生会員として名簿に記載されます。
大学会員：アカデミーは、大学生レベルでの NMT 治療モデルの教育と理解を促進するため
に、学生教育モデルの開発と促進に取り組んでいます。 アカデミーは、通常の音楽療法カ
リキュラムに NMT モデルを積極的に取り入れている大学のコンソーシアム（共同事業体）
を設立します。
アカデミーへの所属を希望する大学は、次の要件を満たす必要があります。
⚫

少なくとも 1 人のフェロー会員を常勤教員に配置している。

⚫

授業は内容の充実した、すべての NMT テクニックをカバーしているものであ
り、授業計画などに記されている。
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手引き
会員の専門的能力の開発：すべてのアカデミー会員の専門的な成長をサポートするために、
アカデミーは最良の治療を促進するためのさまざまなトレーニングと継続学習の機会を提
供しています。
⚫

神経学的音楽療法国際研修会：この集中トレーニングは、神経学的音楽療法に
関する基本的な入門知識を紹介するために設けられましたが、4 日間のトレー
ニング期間内にすべての内容を吸収するのは難しい場合があります。したが
って、この最初の研修を修了し、アカデミー会員である人は、割引料金でいつ
でもこの研修を再受講できます。
この研修を修了すると、参加者は次のことができるようになります。
1）NMT で使用される技法の分類を含む、NMT に関する基本的な定義と入門
的知識を示すことができます。
2）NMT 技法をサポートする現在の研究に関する知識を増やすことができま
す。
3）実用的な目標に対する治療法の選択を助けるモデルである、変換デザイン
モデルの知識を示すことができます。
4）治療評価のために NMT が使用できる現在の評価方法を特定することがで
きます。
5）さまざまな神経学的障害に関連する基本的な神経解剖学および病理学につ
いて答えることができます。

⚫

神経学的音楽療法フェローシップ研修会：NMT フェローシップ会員は、神経
学的音楽療法国際研修をすでに修了している MT-BC（米国の音楽療法士資格）
またはそれに準ずる資格を有する人を対象としています。最初の神経学的音
楽療法研修（NMT 国際研修）を修了すると、NMT 会員は、会員登録を維持
するために、最初の研修会から 3 年以内に次のステップのフェローシップ研
修会に参加する必要があります。フェローシップは 5 年ごとに更新する必要
があります。
フェローシップ研修は、現在の研究の復習から始まり、参加者は臨床場面のビ
デオをプレゼンテーションし、講師と他の参加者からのフィードバックを受
けます。ビデオのプレゼンテーションに対する他の参加者の評価が 70％で合
格とします。フェローシップ研修は小人数のグループ設定で、神経学的音楽療
法のテクニックについて話し合い、より深く学ぶことができます。
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この研修を修了すると、参加者は次のことができるようになります。
1）
NMT で使用される技法の分類を含む、NMT に関する基本的な定義と NMT
導入における高度な知識を、口頭およびビデオによるデモンストレーショ
ンを通して示すことができます。
2）NMT の技法をサポートする現在の研究に関する知識を増やし、現在にお
ける最良の治療方法の中から必要な技法を選択することが出来るようにな
ります。
3）実用的な目標に対する治療法の選択の基となるモデルである、変換デザイ
ンモデルの知識を示すことができます。
4）治療評価に利用できる現在の臨床上での評価方法を理解できます。
5）さまざまな神経学的障害に関連する基本的な神経解剖学および病理学につ
いて答えることができます。
⚫

臨床実践ワークショップ： この集中的な 3 日間のワークショップは、神経学
的音楽療法士がアカデミーの教授陣の監督の下ですべての神経学的音楽療法
の技法をレビューして実践する機会を提供します。 参加者の NMT の知識と
臨床能力を高めるために、実演、グループに分かれての臨床実践、模擬シナリ
オ、および標準化された評価の練習が行われます。
このトレーニングは、神経学的音楽療法アカデミーによる神経学的音楽療法
国際研修会を修了したすべての学生と専門家を対象としています。
このコースを修了すると、参加者は次のことができるようになります。
1）NMT で使用される手法の分類を含む、NMT の高度な知識を示すことがで
きます。
2）NMT 技術をサポートする現在の研究に関する知識を増やすことができま
す。
3）実用的な目標に対する治療法の選択を助けるモデルである、変換デザイン
モデルの知識を示すことができます。
4）治療評価のために NMT が使用できる現在の評価方法を特定することがで
きます。

⚫

オンラインテクニックレビューモジュール：近日公開！

ローカルサポートグループのリスト：https：//nmtacademy.co/local-support-chapters/
NMT 支部のサポートグループは、アカデミー会員に、その地域の NMT と直接またはオン
ラインで会う機会を提供します。目標は、年に 3〜4 回の集会を開くことです。これらの集
会では、臨床における特定の NMT 技法の理解を深め、ビデオでの症例発表やディスカッシ
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ョンを通して NMT の誤用を最小限に抑えることに役立ちます。いくつかの正式な議題項
目に加えて、集会はネットワーキング、質問、現在の文献についての議論、および仲間の
NMT とのつながりに役立ちます。
アカデミーからの情報の配布：
1）最初の研修会に参加すると、参加者は NMT マニュアルのコピーおよび/または
ダウンロード用のオンラインマニュアルへのアクセス情報を受け取ります。
2）最初の研修会を修了すると、アカデミー会員は会員としての規約に関する情報
と、掲示するのに適切な正式なトレーニング終了証明書を受け取ります。
3）アカデミー会員は、会員規約のコピーを受け取ります。
4）会員は定期的に電子メールによる最新情報を受け取ります。
5）アカデミー会員の更新をしていない会員は救済措置の通知を受け取ります。
6）会員が所定の期間内に継続学習に参加しないことを選択した場合、会員名は名
簿から除かれます。
ビデオ使用に関する同意書：
1）フェローシップまたはプレゼンテーションの目的で使用されるすべてのビデオ
は、当事者および/または家族からの文書での同意書が必要です。
2）トレーニングまたは教育的プレゼンテーションの目的で使用されるすべてのビ
デオは、次の人の文書での同意書が必要です。
a. 治療を提供するセラピスト
b. 当事者および/または家族
不実表示への対処：アカデミー会員であると不実表示することは、治療を求める人々に危害
を加えたり混乱させたりする可能性があり、エビデンスに基づく NMT の実践に対する一
般市民や医学界の理解を損なう可能性があるため、アカデミー会員であるという不実表示
は重大です。アカデミーの目標は、会員の自覚に基づいて、
⚫

初期トレーニングを受けているが、アカデミーで継続学習に参加していない
人による NMT の非倫理的な不正表示を減らすこと。

⚫

知識がなく、訓練を受けていない療法士による NMT の誤った情報の流布を減
らすこと。

⚫

科学的根拠のあるモデルに基づいて実践している資格のある療法士から治療
と情報を受け取ることができるようにすることで、最終的に対象者を保護す
ること。
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アカデミー会員が、誰かが NMT 会員または NMT フェローとして自分を不正表示している
ことに気付いた場合、会員はその個人と直接話し合い、アカデミーに連絡するように勧めて
下さい。その人がそうしない場合、またはその人と話す機会がない場合、会員はアカデミー
に直接連絡して下さい。そこからは、アカデミーが対処します。
研修アシスタント講師に関する要件：
a. アカデミーディレクターの要請による
i. すべてのアシスタント講師は、NMT フェロー会員であること。
ii. アシスタント講師は、アカデミーディレクターの裁量により、トレーニング
が行われている地域で特定の専門知識を持つゲスト講師および臨床実践のアシ
スタントを含める。
b. アカデミーアシスタント講師（ゲスト講師、臨床実践アシスタント）は、各自
の職種で得られる最上のアカデミーステータスを保持し、維持する必要がある。
説明責任と倫理的な問題に対処するための手順：
a. アカデミー会員であることは特権であり、そのため、アカデミー会員登録は、
NMT のおよび/またはその実践を保護する必要がある場合はいつでも解消する
ことができます。
b. 会員による非倫理的な臨床行為または非倫理的な情報の流布に関する問題は、
アカデミー正規会員により、いつでも NMT 理事会に議題として持ち込むこと
が出来ます。事項は書面で提出し、NMT 理事長に送付する必要があります。
c. 書面による問題事項を受け取った後、理事長は、当面の問題について NMT 理
事会のメンバーに適切に通知するために、必要に応じて追加情報を要求したり
します。
d. 理事会は調査を行い、次のいずれかの措置を講じます。
i. 提出された情報がさらなる措置を講じるのに適当ではないと判断する。
ii. 受け取った情報に基づいてアカデミーとの関係を解消します。
iii. 当事者に対し説明し、改善計画用紙を送ります。
1. 当事者は、決められた日にちまでに改善計画用紙に記入し提出します。
2. 計画が適切に完了されると、アカデミー会員登録は維持されます。
3. 期日までに完了しない場合、アカデミー会員登録は削除され、それ以上の
措置は取られません。
4. 提起された問題事項に応じて、会員は将来 NMT 研修を再受講する場合が
© The Academy of Neurologic Music Therapy, 2020

The Academy of Neurologic Music Therapy

http://nmtacademy.co

あります。ただし、研修会への参加登録を受け入れる前に、改善に対応する
説明を正式な参加申込とともに提出する必要があります。この申込は、研修
会への参加を保証するものでも、アカデミー会員登録の維持を保証するも
のでもありません。
NMT 技法と TDM の商標登録：
a）次の NMT 技法および用語は商標登録されています。
R.F. Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy
R.F.アンカファー神経学的音楽療法アカデミー
Neurologic Music Therapy (NMT)
神経学的音楽療法
Transformational Design Model (TDM)
変換デザインモデル
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS)
聴覚的リズム刺激
Patterned Sensory Enhancement (PSE)
パターン化した感覚強化
Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP)
治療的楽器演奏
Rhythmic Speech Cuing (RSC)
リズムによる発話合図
Vocal Intonation Therapy (VIT)
音声イントネーションセラピー
Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX)
口腔運動・呼吸訓練
Developmental Speech and Language Training Through Music (DSLM)
音楽による発達性言語訓練
Musical Sensory Orientation Training (MSOT)
音楽による感覚見当識訓練
Musical Neglect Training (MNT)
音楽による半側空間無視訓練
Musical Executive Function Training (MEFT)
音楽による遂行機能訓練
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b）残りの NMT 技術はアカデミーの知的財産です。
Musical Echoic Memory (MEM)
音楽による音響記憶訓練
Therapeutic Singing (TS)
治療的歌唱
Symbolic Communication Training through Music (SYCOM)
音楽による象徴的コミュニケーション訓練
Associative Mood and Memory Training (AMMT)
連合的気分・記憶訓練
Auditory Perception Training (APT)
聴知覚訓練
Music in Psychosocial Training and Counseling (MPC)
音楽による心理社会性訓練とカウンセリング
Musical Speech Stimulation (MUSTIM)
音楽による発話刺激
Musical Attentional Control Training (MACT)
音楽による注意コントロール訓練
c）アカデミー会員は、NMT 技法の誤用、ひいては NMT 全体の誤った情報流布を
防ぐために、必要に応じて、技法の商標登録についての認識を促進する必要があり
ます。
d）会員が、適切なトレーニングなしに NMT 技法を用いているアカデミー非会員
に気付いた場合は、すぐにアカデミーに報告する必要があります。
NMT フェロー会員のスーパービジョンの下で NMT 技法を実践するためのガイドライン：
a） 大学実習およびインターンシップ：NMT フェロー会員のスーパービジョンの下
で、必要に応じて、学生が大学実習およびインターンシップで NMT 技法を学
ぶことをお勧めします。ただし、学生は、スーパービジョンがない状態で NMT
を実施したり、音楽療法士の資格を取得した後、アカデミーの NMT 研修を受
けずに NMT を実施しないで下さい。
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b） NMT の臨床実践に対する NMT 以外の療法士雇用について：アカデミーによる
NMT 研修を受けていない音楽療法士は、研修を受けるまでは、NMT の名称使
用、および NMT 技法の施行はしないで下さい。クリニック等で、NMT のスー
パービジョンの下で技法を学ぶことは推奨します。
メディアに対するガイドライン：
NMT に対するメディアの関心が高まるにつれ、インタビュー、雑誌の記事やニュースなど
の目的で会員に連絡が入ることがあります。大変素晴らしいことで、メディア報道を全面的
にサポートしますが、会員は、NMT に関する一貫したメッセージを維持および構築し、治
療モデルの整合性を保護するために、次の点に留意して下さい。
⚫

メディアの代表者が MT と NMT の違いを理解していることを確認し、報道
はそれに応じて行われることを確認します。最初は違いについて耳を傾けた
り、理解したりしないかもしれませんが、この点についてはしっかりと伝えて
下さい。

⚫

NMT とは何かを説明するだけでなく、NMT がどのように開発されたのか、
NMT を実践するために必要なトレーニングについても必ず説明してくださ
い。メディアは NMT のルーツを誤解し、その会員が作成したものとして報道
する可能性があります。

⚫

会員は最終的な報道内容をすべてコントロールできるわけではありませんが、
NMT は研究に基づいたモデルであることと次の事項が報道内容に含まれる
ように努力をして下さい。
◦NMT は、コロラド州立大学の音楽に関わる生物医学研究センターとデュ
セルドルフ大学医学部の脳神経リハビリテーション研究所で行われた研究
を基として、5 人の研究者と臨床家のグループによって 1999 年に正式に導
入されました。
5 人の研究者と臨床家：Michael Thaut PhD 、Gerald McIntosh MD、Volker
Hoemberg MD、Corene Thaut PhD、Ruth Rice DPT
フェローシップ研修でのフィードバックに基づいて、最初の 17 の技法に 3
つの技法（DSLM、SYCOM、MEM）が追加されました。

手引きに関する FAQ
家族が亡くなったり、または経済的な理由でフェローシップ研修に参加できない場合はど
うなりますか？
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トレーニングに参加できないとわかったら、代替計画を立てる必要があるので、すぐに連絡
して下さい。
NMT は音楽療法の資格の 1 つですか？
NMT は、米国もしくは他の国の音楽療法士の資格を持つ人に授与される、研修終了証明書
です。NMT は音楽療法士資格ではありません。
履歴書にはどのように記載しますか？
NMT 国際研修と NMT フェローシップ研修は、継続学習として履歴書に記載できます。
学会などのプログラムに自分の NMT 認定をどのように表示したらよいですか？
特定のトピックについて話すためにあなたが持っている専門知識のレベルを他の人が認識
できるようにするために、NMT は、短い形式または長い形式の表現、つまり NMT、NMT
フェロー、神経学的音楽療法士または神経学的音楽療法士、フェローと記載する必要があり
ます。
何年にもわたって臨床で多くの技法を使用しているのに、研修を再受講せずに NMT 会員
登録を維持できないのはなぜですか？
NMT はエビデンスに基づく実践であるため、会員は特定の NMT 技法に関連する継続学習
を義務付けられています。新しい研究結果と、フェローシップ研修での臨床実践の更新に基
づいて、何年にもわたって技法が更新され、新しい技法が追加されます。臨床家と教育者の
継続的な学習は、NMT モデルの一貫性を保つために最も重要です。
NMT は保護された実践モデルであり、NMT 技法は商標登録されていますか？
神経学的音楽療法アカデミーは、世界中で NMT の実践を広め、進展させ、保護することに
取り組んでいる 501（c）3 組織です。この目的のために、アカデミーは以下の商標を登録し
ています。
R.F. Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy
R.F.アンカファー神経学的音楽療法アカデミー
Neurologic Music Therapy (NMT)
神経学的音楽療法
Transformational Design Model (TDM)
変換デザインモデル
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS)
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聴覚的リズム刺激
Patterned Sensory Enhancement (PSE)
パターン化した感覚強化
Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP)
治療的楽器演奏
Rhythmic Speech Cuing (RSC)
リズムによる発話合図
Vocal Intonation Therapy (VIT)
音声イントネーションセラピー
Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX)
口腔運動・呼吸訓練
Developmental Speech and Language Training Through Music (DSLM)
音楽による発達性言語訓練
Musical Sensory Orientation Training (MSOT)
音楽による感覚見当識訓練
Musical Neglect Training (MNT)
音楽による半側空間無視訓練
Musical Executive Function Training (MEFT)
音楽による遂行機能訓練
訳：NPO 法人日本神経学的音楽療法協会
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The Academy of Neurologic Music Therapy:
Mission and Standards of Affiliation and Practice (May 11, 2018)
ACADEMY MISSION:

to disseminate, advance, and protect the practice of

Neurologic Music Therapy (NMT) worldwide.
ACADEMY VISION: to promulgate NMT as the gold standard in music therapy
practice and to increase availability of this gold standard in the healthcare arena.
ACADEMY PURPOSE: The Academy of Neurologic Music Therapy was established
in 2002 to advance the professional education and understanding of the scientific,
evidence-based practice of Neurologic Music Therapy, and to facilitate the coordinated
and cooperative efforts of Neurologic Music Therapist’s throughout the world. The
Academy facilitates endeavors in the areas of continuing education, student training,
research, information sharing, and reimbursement. The Academy is overseen by a Board
of Directors and maintains an Advisory Council, Research Council, and International
Liaison Council to advise on all matters related to the professional and scientific
development of NMT. With the exception of the Research Council, the composition of
the councils will be a majority of NMT clinicians.
Board of Directors Purpose: The Board is responsible for overseeing all
activities of the Corporation including overall policy and direction.
The Board delegates responsibility of day to day operations to the
program director and the councils in order
➢

Protect the integrity of the NMT model

➢ Facilitate development and promulgation of the NMT model
➢ Promote responsible and ethical practice by Academy Affiliates
➢ Ensure availability of best-practice treatment for those seeking therapy
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Advisory Council Purpose: To provide objective input and recommendations to
the NMT Academy related to actions that impact the future direction and growth
of NMT. To advise in order to:
➢ Protect the integrity of the NMT model
➢ Facilitate development and promulgation of the NMT model
➢ Promote responsible and ethical practice by Academy Affiliates
➢ Ensure availability of best-practice treatment for those seeking therapy

Research Council Purpose: To provide guidance, advocacy, and support for
research
related to NMT in order to continue building the scientific foundations for the
clinical practice of NMT.
International Council Purpose: To act as a liaison between the Academy and
the many places in the world where NMT is practiced, taught, and researched.
They will advise by providing:
➢ Direct updates of the status, developments, and needs from the different
countries where NMT is being practiced.

Introduction: The Academy for Neurologic Music Therapy is a 501 (c) 3 organization
whose mission is to disseminate, advance, and protect the practice of NMT worldwide.
To this end, the Academy disseminates information about the evidence-based practice of
NMT and provides opportunities for continuing education in NMT that ensure the best
practice in the field. Individuals who successfully complete institutes and fellowships
provided through the Academy become affiliates of the Academy and are placed on a
registry that is available to the public for purposes of identifying professionals who are
committed to maintaining the highest standards of practice in NMT. The registry is
international in scope, not only including clinicians and academicians in music therapy,
but also other practitioners who have successfully completed NMT institutes or
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fellowships and are committed to promulgating best practice in NMT. The ultimate goal
of the Academy is to maintain the integrity of best practice in NMT, and thus protect
consumers of NMT and the public in general.
Affiliation Standards: In that the primary function of the NMT Academy is to
disseminate, advance, and protect the evidence-based practice of Neurologic Music
Therapy, maintaining affiliation status with the Academy is both a privilege and a
responsibility. Initial acceptance into the Academy does not guarantee or insure ongoing
Academy affiliation.
Affiliates are expected to maintain appropriate professional and ethical standards of
integrity and support in relation to other Academy members.
Those Affiliates who do not uphold these standards or who are found not to be properly
representing themselves or the practice of NMT will be removed from the NMT registry.
Additionally, as ongoing continuing education is a primary necessity to this evidencebased practice, those Affiliates who do not continue their education through the
fellowship process or through other available NMT training mechanisms within the
defined time frames will be removed from the registry.
Affiliation Status: The Academy maintains four Affiliate standings that define
representation, responsibility, and the ability to effectively advance the practice of NMT.
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AFFILIATION CATEGORIES
NMT:
1) The affiliation of NMT is available to those who meet the following
requirements:
•

Hold the MT-BC credential or in the case of those practicing outside the
U.S., hold an appropriate music therapy certification or credential from
another country.

•

Have successfully completed a current NMT Institute Training within the
last 3 years.

•

Properly represent the practice of NMT by operating within their scope
of understanding.

•

Seek support through the Academy as needed in order to protect the
NMT treatment model.

2) The NMT is not a certification or credential: NMT is a designation earned by
the completion of the NMT Institute Training and maintained by following the
standards for Academy affiliation.
3) The NMT is encouraged to use the letters NMT after his/her name and on all
paperwork.
Short Ex:
Johanna Doe, MT-BC, NMT
Long Ex:
Johanna Doe, MT-BC, NMT
Music Therapist-Board Certified
Neurologic Music Therapist
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4) The NMT may represent him/herself as an NMT for three years with the
expectation of participating in a fellowship or retaking another form of institute
training no later than within the fourth year.
5) Should the NMT not complete the additional training requirements, nor
contact the Academy within six months after the year in which the affiliation is
complete, the NMT will no longer be affiliated with the Academy and will be
removed from the Academy Affiliate Roster.
6) If the NMT is unable to complete the Fellowship training for some reason, the
NMT should contact the Academy Director no later than two months after the
third year.
•

Exceptions may be granted through written request detailing
1. Reason for the request
2. Plan for follow through inclusive of a specific timeline.

•

Exceptions are granted at the discretion of the NMT Board of
Directors or persons designated by the Board.
o Exceptions will be made in writing to the Academy
Affiliate.
o Exceptions will detail action to be taken and deadline for
completion.
o If deadline is not met, the Affiliate will be notified in
writing that he/she has been removed from the Academy
Roster.

7) The NMT practitioner is expected to practice within his/her scope of
understanding and to seek support from other NMTs, and NMT Fellows if
available, in order to develop a deeper understanding of the use of the specific
NMT techniques within clinical practice and to minimize erroneous
representation of NMT.
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8) The NMT is to ensure that he/she does not represent him/herself as a
teacher/trainer of NMT and is to direct all persons interested in receiving
formalized NMT training to the NMT Academy.
9) The NMT is responsible for notifying the Academy when any of his/her
contact information changes so that the registry can be updated in a timely manner
in order to allow for:
•

Continued updates from the Academy (research, job listings,
professional events) .

•

The public to identify trained practitioners in his/her area.

10) Should affiliation status lapse, for whatever professional or personal reasons,
but not after intentionally misrepresenting affiliate status for professional gains,
the lapsed Affiliate can rejoin the Academy by participating in the Fellowship
without retaking the Institute.
NMT Fellow:
1) The affiliation of NMT Fellow is available to those who meet the following
requirements:
•

Hold the MT-BC credential or in the case of those practicing outside the
U.S., hold an appropriate music therapy certification or credential from
another country.

•

Have successfully completed a current NMT Fellowship Training within
the last 5 years.

•

Properly represent the practice of NMT by operating within their scope
of understanding.

•

Seek support through the Academy as needed in order to protect the
NMT treatment model.

2) The NMT Fellow status is an advanced training designation and not a music
therapy credential.
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3) The NMT Fellow is encouraged to use the NMT Fellow status after his/her
name and on all paperwork.
Short Ex:
Johanna Doe, MT-BC, NMT Fellow
Long Ex:
Johanna Doe, MT-BC, NMT Fellow
Music Therapist-Board Certified
Neurologic Music Therapist, Fellow
4) The NMT Fellow may represent him/herself as an NMT Fellow for five years
with the expectation of participating in a Fellowship or retaking another form of
Institute training no later than within the sixth year.
5) Should the NMT Fellow not complete the additional training requirements,
nor contact the Academy within six months after the year in which the affiliation
is complete, the NMT Fellow will no longer be affiliated with the Academy and
will be removed from the Academy Affiliate Roster.
6) If the NMT Fellow is unable to complete the Fellowship training for some
reason, he/she should contact the Academy Director no later than two months after
the fifth year.
•

Exceptions may be granted through written request detailing
1. Reason for the request
2. Plan for follow through inclusive of a specific timeline.

•

Exceptions are granted at the discretion of the NMT Board of
Directors or persons designated by the Board.
o Exceptions will be made in writing to the Academy
Affiliate.
o Exceptions will detail action to be taken and deadline for
completion.
o If deadline is not met, the Affiliate will be notified in
writing that he/she has been removed from the Academy
Affiliate Roster.
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7) The NMT Fellow is expected to practice within his/her scope of understanding
and to seek support from other NMTs and NMT Fellows, if available, in order to
develop a deeper understanding of the use of the specific NMT techniques within
clinical practice and to minimize erroneous representation of NMT.
8) The NMT Fellow is encouraged to provide workplace and community
presentations to educate others on the effectiveness of NMT techniques.
9) The NMT Fellow is encouraged to provide public and professional
presentations to music therapists and other professionals in order to further
disseminate information regarding the evidence-based application of specific
NMT techniques.
10) The NMT Fellow is to ensure that he/she does not represent him/herself as
a teacher/trainer of NMT and is to direct all persons interested in receiving
formalized NMT training to the NMT Academy.
11) The NMT Fellow is responsible for notifying the Academy when any of
his/her contact information changes so that the registry can be updated in a timely
manner in order to allow for:
•

Continued updates from the Academy (research, job listings,
professional events).

•

The public to identify trained practitioners in his/her area.

12) Should affiliation status lapse, for whatever professional or personal reasons,
but not after intentionally misrepresenting affiliate status for professional gains,
the lapsed Affiliate can rejoin the academy by participating in the Fellowship
without retaking the Institute.
Affiliated Professional:
1) The Affiliated Professional is available to those who meet the following
requirements:
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•

Hold a certification or credential in another profession dedicated to
treating persons with neurologic impairments.

•

Have successfully completed an NMT Institute Training.

•

Properly represent the practice of NMT by operating within his/her own
profession’s Scope of Practice while promulgating NMT as an evidencebased treatment model.

•

Seek support through the Academy as needed in order to protect the
NMT treatment model.

2) The Affiliated Professional
•

Cannot carry the professional designation of NMT.

•

Is not a professional music therapist after training.

•

Is encouraged to integrate the materials and principles of NMT into
his/her practice.

3) The Affiliated Professional is expected to practice within his/her scope of
understanding and to seek support from NMTs, and NMT Fellows if available, in
order to develop a deeper understanding of NMT paradigm and its application
within clinical practice and to minimize erroneous representation of NMT.
4) The Affiliated Professional is to ensure that he/she does not represent
him/herself as a teacher/trainer of NMT and is to direct all persons interested in
receiving formalized NMT training to the NMT Academy.
5) The Affiliated Professional is responsible for notifying the Academy when any
of his/her contact information changes so that the roster can be updated in a timely
manner in order to allow for:
•

Continued updates from the Academy (research, job listings,
professional events).

•

The public to identify trained practitioners in his/her area.
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6) Should affiliation status lapse, for whatever professional or personal reasons,
but not after intentionally misrepresenting affiliate status for professional gains,
the lapsed Affiliate can rejoin the academy by participating in the Fellowship
without retaking the Institute.

Other Affiliations:
Short Course Participants:
•

Professional who only participated in short course training will be listed in a
separate roster category. Short Course Participants are not expected to be able to
apply the principles and materials of the full scope of NMT techniques to their
practice, only select techniques most relevant to their professional training.

Student Affiliate:
1) The Student Affiliate status is available to those who meet the following
requirements:
•

Are currently enrolled in an academic music therapy or other academic
therapy/rehabilitation degree program.

•

Have successfully completed an NMT Institute Training.

•

Properly represent the practice of NMT.

•

Seek support through the Academy as needed in order to protect the
NMT treatment model.

2) Music therapy students cannot carry the NMT designation or practice NMT
until they have attained MT-BC status or the appropriate certification or
credential in music therapy in another country.
3) The three year duration for fellowship participation begins at date of
professional credential receipt.
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4) Students from other professions cannot integrate principles and materials
from NMT until they have been credentialed or certified within their
respective professions.
5) Students will be listed in the Academy Affiliate Roster as Student Affiliates
until the Academy is notified that the Affiliate has achieved professional
status.
University Affiliation: The Academy is committed to promoting the development and
implementation of student training models to facilitate the education and understanding
of the NMT treatment model at the university student level. The Academy will establish
a consortium of universities that are actively incorporating student training of the NMT
model within their regular music therapy curriculum.
Universities who seek Academy affiliation must meet the following
requirements:
•

Have at least one current Fellow on the faculty in a full-time position.

•

Have a substantial portion of their teaching methods dedicated to all NMT
techniques as evidenced by course syllabi and other curricular materials.

PROCEDURES
Affiliate Professional Development: In order to support the professional growth of all
Academy affiliates, the Academy maintains a variety of training and continuing education
opportunities to promote best practice.
•

The International Neurologic Music Therapy Training Institute: While this
intensive training was created to introduce basic introductory knowledge about
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Neurologic Music Therapy, all of the content may be difficult for some to
absorb within the four day training period. Therefore, anyone who has
completed this initial training and remains in good standing in the Academy is
welcome to retake the training at any time for a discounted fee.
Upon completion of this course, participants will be able to:
1) Demonstrate a basic definition and introductory knowledge about NMT,
including the taxonomy of techniques used in NMT.
2) Demonstrate an increased knowledge of current research supporting NMT
techniques.
3) Demonstrate a working knowledge of the Transformational Design Model; a
model to assist in treatment selection based on functional goals.
4) Identify current clinical assessments that can be used by NMT’s for treatment
evaluation.
5) Answer basic neuroanatomy and pathology questions related to a variety of
neurologic disorders.
•

Neurologic Music Therapy Fellowship Training: The NMT Fellowship is for
MT-BC’s (or the equivalent) who have already completed the Neurologic Music
Therapy Training Institute. Once the initial Neurologic Music Therapy training
is completed, NMTs are required to attend the Advanced Fellowship Training
within three years of their initial training in order to maintain their NMT
affiliation. The Fellowship Training will recertify the NMT for five years.

The Fellowship begins with a review of current research and then gives
professionals the
opportunity to show client video and get faculty and peer
comments. Participants are evaluated by their peers and will pass with a 70% majority
vote. The small group setting of the Advanced Fellowship allows for discussion and
deeper learning of the Neurologic Music Therapy techniques.
Upon completion of this course, participants will demonstrate:
1) Knowledge of a basic definition and advanced knowledge about the
implementation of NMT, including the taxonomy of techniques used in NMT
through verbal and video demonstration.
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2) An increased knowledge of current research supporting NMT techniques as
evidenced by clinical choices based on current best practice.
3) Through live video, a working knowledge of the Transformational Design
Model; a model to assist in treatment selection based on functional goals.
4) Understanding of current clinical assessments available for treatment
evaluation.
5) Ability to answer basic neuroanatomy and pathology questions related to a
variety of neurologic disorders.
•

Clinical Practice Workshops –This intensive three day workshop will provide
an opportunity for Neurologic Music Therapists to review and practice all of the
Neurologic Music Therapy techniques under the supervision of the Academy
teaching faculty. Live demonstrations, breakout clinical practice sessions, mock
scenarios, and standardized assessment practice will be used to increase
participant knowledge and clinical competence in NMT.
This training is open to all students and professionals who have completed the
Training Institute for Neurologic Music Therapy through the Academy for
Neurologic Music Therapy
Upon completion of this course, participants will be able to:
1) Demonstrate an advanced knowledge of NMT, including all of the taxonomy
of techniques used in NMT.

2) Demonstrate an increased knowledge of current research supporting NMT
techniques.
3) Demonstrate a working knowledge of the Transformational Design Model; a
model to assist in treatment selection based on functional goals.
4) Identify and perform current clinical assessments that can be used by NMT’s
for treatment evaluation.
•

Online Technique Review Modules –Coming Soon!

Local Support Group Listing- https://nmtacademy.co/local-support-chapters/
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The NMT chapter support groups are designed to provide Affiliates of the Academy an
opportunity to meet in person or virtually with NMTs in their region. The goal is to hold
a meeting three to four times a year. These meetings would serve as an opportunity to
develop a deeper understanding of the specific NMT techniques within clinical practice
and to minimize erroneous representation of NMT through video examples and clinical
discussions. In addition to some formal agenda items, meetings will be spent networking,
asking questions, discussing current literature, and connecting with fellow NMTs.
Distribution of Information from the Academy:
1) Upon attendance of the initial Training Institute, participants receive a copy
of the NMT Manual and/or access to the online manual for download.
2) Upon initial completion of requirements, Academy Affiliates will receive
information regarding Affiliate expectations and a formal training certificate
suitable for display.
3) Academy Affiliates will receive a copy of the Academy Affiliate
Expectations.
4) Affiliates will receive periodic email updates.
5) Affiliates who allow their relationship with the Academy to go dormant will
receive notification of action for remedy.
6) Should the Affiliate choose not to participate in continuing education within
the given timeframe, the Affiliate will be removed from the roster.
Video Release:
1) Any and all video used for Fellowship or presentation purposes should have
a signed release from the individual(s) and/ or family member(s) involved.
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2) Any and all video used for training or educational presentation purposes
should have a signed release from
a. The therapist providing treatment.
b. The individual(s) and/or family member(s) involved.
Addressing Misrepresentation:

Misrepresentation of Academy status is of utmost

importance as the uninformed use of NMT can cause harm and/or confuse those seeking
treatment and damage the public’s and medical community’s understanding of the
evidence-based practice of NMT. The Academy’s goal, through Affiliate awareness, is
to
•

Decrease the unethical representation of NMT by those receiving initial training
yet not participating in ongoing continuing education with the Academy.

•

Decrease public misrepresentation of NMT by uninformed, untrained
practitioners.

•

Ultimately protect the public so that they can receive treatment and information
from qualified practitioners practicing within the evidence-based model.

Should any Affiliate of the Academy become aware that someone is representing
him/herself as an NMT or NMT Fellow without maintaining the proper requirements, the
Affiliate is advised to talk directly with the individual and to encourage him/her to contact
the Academy. Should the individual not do so, or should it not be opportune to talk with
the individual, the Affiliate is encouraged to contact the Academy directly. The
Academy will determine next action.
Institute Assistant Faculty Requirements
a. Participation at the request of the Academy Directors
i. All Assistant Faculty members are NMT Fellows in good
standing
ii. Assistant Faculty can, at the Academy Directors’ discretion,
include guest lecturers and clinical practice assistants with
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specific expertise within the community where training is being
held.
b. Academy Assistant Faculty Members (guest lecturers, clinical practice
assistants) are expected to have and maintain the highest level of
Academy affiliation status as available for their given profession.
Procedures for Handling Accountability and Ethical Concerns
a. Affiliation with the Academy is a privilege, and as such the relationship
with the academy can be dissolved at any time should it be necessary to
protect the representation and/or practice of NMT.
b. Concerns regarding unethical practice or representation by an Affiliate
can be brought to the NMT Board at any time by Affiliates of the
Academy who are in good standing. Concerns are to be submitted in
writing and sent to the chair of the NMT Board.
c. After receiving written concerns, the board chair will disseminate
information and/or request additional information as appropriate in order
to adequately inform other members of the NMT board as to the issue at
hand.
d. The Board will investigate and take one of the following actions:
i. Determine information submitted is not adequate to take
further action.
ii. Dissolve the Academy relationship based on information
received.
iii. Provide an explanation and remediation plan for the
affiliate.
1. Affiliate will be given a determined number of
days to complete the remediation plan.
2. Once plan is adequately complete, the Affiliate
will be in good standing with the Academy.
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3. If remediation is not completed by date requested,
the Academy relationship will be dissolved and no
further action will be taken.
4. Depending on the concerns brought forth, the
Affiliate may retake the NMT training in the
future. However, a formal request with
corresponding explanation as to remediation must
be submitted prior to acceptance of registration.
The request does not guarantee acceptance into the
training nor ensure relationship with the Academy.
Promoting Awareness of the Trademarking of NMT interventions and the TDM:
a) The following NMT Techniques and terms are trademarked:
R.F. Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy
Neurologic Music Therapy (NMT)
Transformational Design Model (TDM)
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS)
Patterned Sensory Enhancement (PSE)
Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP)
Rhythmic Speech Cuing (RSC)
Vocal Intonation Therapy (VIT)
Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX)
Developmental Speech and Language Training Through Music
(DSLM)
Musical Sensory Orientation Training (MSOT)
Musical Neglect Training (MNT)
Musical Executive Function Training (MEFT)

b) Additionally, the remaining NMT techniques are intellectual property
of the Academy.
© The Academy of Neurologic Music Therapy, 2020

The Academy of Neurologic Music Therapy

http://nmtacademy.co

Musical Echoic Memory (MEM)
Therapeutic Singing (TS)
Symbolic Communication Training through Music (SYCOM)
Associative Mood and Memory Training (AMMT)
Auditory Perception Training (APT)
Music in Psychosocial Training and Counseling (MPC)
Musical Speech Stimulation (MUSTIM)
Musical Attentional Control Training (MACT)

c) Academy Affiliates should promote the awareness, as appropriate and
deemed necessary, of the trademarking of the techniques in order to
eliminate misuse of the techniques and thus, misrepresentation of NMT
as a whole.
d) Should an Affiliate become aware of a non-affiliate of the academy
utilizing NMT techniques without proper training, this should be brought
to the Academy immediately.

Guidelines for practicing the NMT techniques under the supervision of an NMT
Fellow:
a) University Practicum and Internships: It is encouraged for students to be
introduced to the NMT techniques in their university practicums and
internships when appropriate under the supervision of an NMT Fellow. No
student however, should practice NMT outside of supervision nor use the
NMT designation without completing their Board Certification process
through the CBMT (MT-BC or equivalent) and taking the NMT training
through the Academy.
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b) Hiring a non-NMT therapist in a NMT based practice: All music
therapists who have not taken the basic NMT training through the Academy,
should not be called NMTs nor practice the NMT techniques until they have
completed the training. Learning about the techniques in the clinic under
direct supervision of an NMT Fellow is still encouraged.
Guidelines for Media:
With the increasing media interest in NMT, Affiliates may be contacted to participate in
interviews, journal articles, and news clips. The Academy is excited and in full support
of media coverage, however Affiliates are asked to please keep the following points in
mind in order to maintain and build a consistent message about NMT to protect the
integrity of the treatment model:
•

Make sure the media representatives understand the difference between MT
and NMT, and make sure the final product writes/speaks accordingly. Be
compulsive about this, because they may not hear or understand the difference
initially.

•

In addition to explaining what NMT is, please be certain to explain where it
comes from, how it was developed, and what training you need to practice
NMT. Media may misinterpret the roots of NMT, presenting it as something
the Affiliate created as his/her own personal specialty.

•

While Affiliates may not be able to control all aspects of the final media piece,
Affiliates should exercise diligence to ensure that they clearly articulate NMT
as a research-based model keeping these facts in the forefront:
o NMT was formally developed and introduced 1999 as the clinical
translation of the research conducted at the Center for Biomedical
Research in Music/Colorado State University and the
Neurorehabilitation Institute at Duesseldorf University Medical School,
by a group of 5 researchers and clinicians: Michael Thaut PhD, Gerald
McIntosh MD, Volker Hoemberg MD, Corene Thaut PhD, Ruth Rice
DPT. Based on feedback from fellowship training, 3 additional
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techniques were added to the original 17 techniques (DSLM, SYCOM,
MEM).

Procedural FAQs
What if I cannot do my Fellowship training due to a death in my family, or for
financial reasons?
The NMT should contact the Academy as soon as he/she knows that he/she will be unable
to fulfill the training obligations so that an alternative plan can be put in place that
maintains a positive relationship with the Academy.
Is the NMT another music therapy credential?
NMT is an advanced level training certificate provided to music therapists who hold either
the MT-BC credential or a credential/certification from another country. The NMT is
not a credential and should not be referred to as such.
How do I represent my training on my vitae?
The NMT Training and the NMT Fellowship should be identified on your vitae as
continuing education.
How do I represent my certification on conference programs etc.?
In order to help others recognize the level of expertise you hold for speaking on a given
topic, the NMT should utilize either the short or long form of representation i.e. NMT,
NMT Fellow, Neurologic Music Therapist or Neurologic Music Therapist, Fellow.

Why can’t I just continue to represent myself as an NMT without taking additional
trainings as I have been practicing for years and doing many of the techniques?
Because NMT is an evidence-based practice, the NMT is obligated to continuing
education related to the specific NMT techniques. Over the years, the techniques have
changed and new techniques added based on new research and clinical practice updates
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that occur during Fellowship Training. The ongoing education of the clinician and
educator are paramount for protecting the integrity of the NMT model.
Is NMT a protected practice model and are the NMT techniques trademarked?
The Academy for Neurologic Music Therapy is a 501 (c) 3 organization committed to
disseminating, advancing, and protecting the practice of NMT worldwide. To this end,
the Academy has registered trademarks for the following:
R.F. Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy
Neurologic Music Therapy (NMT)
Transformational Design Model (TDM)
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS)
Patterned Sensory Enhancement (PSE)
Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP)
Rhythmic Speech Cuing (RSC)
Vocal Intonation Therapy (VIT)
Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX)
Developmental Speech and Language Training Through Music
(DSLM)
Musical Sensory Orientation Training (MSOT)
Musical Neglect Training (MNT)
Musical Executive Function Training (MEFT)
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