Academy Professional
Development
アカデミーの教育研修
A Professional Affiliate of the Academy of Neurologic Music Therapy is
expected to seek support and engagement within the NMT community
and associated professions to ensure that they have the tools to practice
effectively within the evidence-based treatment model of Neurologic
Music Therapy. Therefore, all professional affiliates of the Academy must
complete 50 credits of continuing education/professional development
within 5 years of completing their initial NMT training and every five
years thereafter. Keep in mind that these hours may also contribute to
required professional development for other professional affiliations.
神経学的音楽療法アカデミーの会員は、根拠に基づいた神経学的音楽療
法を効果的に実践する為に、NMT 団体内および関連団体から積極的に支
援を得ること、携わることが求められる。よって、すべてのアカデミー会員
は、NMT 国際研修(基礎研修)を受けた後、5 年以内に継続学習/教育研修
により 50 単位を取得し、5 年ごとに単位取得を継続する必要がある。継続
学習/教育研修の内容は他の団体に申請する教育研修内容と重複して構
わない。
NMT Affiliation Categories
The Academy maintains seven affiliation categories that define
representation, responsibility, and the level of expertise and engagement
in the advanced practice of NMT: Neurologic Music Therapist
(NMT), NMT Fellow (NMT-F), NMT Allied Professional (NMTAP), NMT
Allied Professional Fellow (NMTAP-F), NMT Scholar, NMT Educator,
and Student.

アカデミー会員の種類
アカデミー会員は 7 種類あり、それぞれ権利、責任、NMT の専門知識と臨
床のレベルが定義されている。会員の種類：NMT 会員(NMT)、NMT フェロ
ー会員(NMT-F)、NMT 他専門職会員(NMTAP)、NMT 他専門職フェロー会
員(NMTAP-F)、NMT 研究者会員、NMT 教育者会員、学生。
Click here to log your professional development credits.
教育研修の記録はここをクリックする。(ホームページ内のこの文章上をクリ
ックして下さい。)
必要書類

教育研修機会
関連分野の討論会
サポートグループミーティング
自己学習
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内容の要約
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査読有の学術雑誌を読む
関連本の章を読む
講義や学会参加
内容の要約と参加証明
音楽レッスン
臨床スーパービジョン
請求書
専門的認知度
基調講演
マスコミのインタビュー
最優秀賞受賞
新たな NMT の就職先の開拓
査読無の雑誌掲載
掲載証明できるもの
音楽・脳科学分野での研究論文・著書

本の編集
査読有の学術論文
本の 1 章担当

研究ポスター発表
論文の査読
書評
論評
抄録掲載
世界(全体)サポートミーティング
アカデミー推奨の教育研修
ワークショップ・短期コース
アカデミー修了証

臨床実践ワークショップ
フェローシップ研修
NMT 国際研修(基礎研修)

コースにより異なる

学術集会参加
参加証明書

1 単位/1 時間

*最低この中の 3 群からポイントを取得し、合計で 50 単位となるようにする。サポートグループへの参加は必須。

30 単位まで

Click here to view the full and complete Professional Development and
Academy Restructure document.
教育研修の詳細と最新版のアカデミー文書はここをクリックする。(ホームペ
ージ内のこの文章上をクリックして下さい。)

Ongoing NMT Professional Development Opportunities
50 credits must be completed in at least, but not limited to, 3 of the
following areas: Focused Forums, NMT Support Chapters, selfstudy, providing or receiving clinical supervision/mentorship, Music and
Neuroscience related publications, professional recognition, Global
Support Meetings, NMT Clinical Practice Workshops, Advanced NMT
Fellowship Training, NMT Basic Training, and professional conferences.
Please note that attending 3 NMT Local Support Chapters is required.
継続した NMT 教育研修機会
50 単位は、次の中の最低 3 群からポイントを取得する必要がある。関連分
野の討論会、NMT サポートグループ、自己学習、臨床スーパービジョン(指
導側もしくは受ける側)、音楽・脳科学分野での研究論文・著書、専門認知
度、世界(全体)サポートミーティング、NMT 臨床実践ワークショップ、NMT フ
ェローシップ研修、NMT 国際研修(基礎研修)、学術集会。ローカルサポート
グループは 3 回参加する必要がある。
訳：NPO 法人日本神経学的音楽療法協会

