
21 

 

評議員候補者推薦書 

                              

令和  年  月  日 

 

一般社団法人 日本〇〇理学療法学会 

理事長 殿 

 

 

 

評議員候補者氏名：                       

 

評議員候補者所属：                        

  

会員資格    ：    （専門会員 A・専門会員 B） 

 

 

 

 

上記候補者は、当該分野における学術業績などから、本学会の評議員としての資格を有するも

のと判断いたします。よって、ここに評議員候補者として推薦申し上げます。 

 

 

 

 

           推薦評議員氏名：               印 

                   （自筆署名をお願い致します） 

 

 

           推薦評議員氏名：               印 

（自筆署名をお願い致します） 

 

 

 

 

 

 



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

評議員候補者推薦書【様式1】

推薦日

　　　　年　　月　　日

条件 項目 エントリー基準 記入欄

必須 所属先 教育研究機関

(⼤学または⼤学院）
必須 職務内容 「スポーツ理学療法学」やそれと同等の科

目、又は障害者スポーツに関する科目を担

当している

【記入欄に担当科目等を記載】

必須 役職 教授または准教授

必須 学位 博士

（分野の入力）

博士

（　　　　　）

必須 学術業績 査読付き原著論文

(共著含む)：20編以上
査読付き原著論文

（　　　　）編　＊研究業績書提出

必須 PT経験年数 15年⽬以降
（2021年度にエントリーする場合、2007
年度以前のPT資格取得）

理学療法士免許取得年度

（　　　　）年度

参考 競争的研究資金の獲得 実績を有することが望ましい 競争的研究資金

（　　　　）件　＊研究業績書提出

参考 スポーツ関連の実績

(国際⾏政・国際⼤会帯同)
実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

参考 社会的活動（役員等）

受賞歴

学会の発展に寄与する実績

実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

教育研究機関（大学・大学院）

評議員候補者　氏名

推薦人（評議員）　

推薦人（評議員）



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

評議員候補者推薦書【様式2】

推薦日

　　　　年　　月　　日

条件 項目 エントリー基準 記入欄

必須 所属先 医療機関

必須 職務内容 アスリートに対するスポーツ理学療法を実

践し、スポーツ理学療法に関する研究を

行っている

【診療内容と研究について記載】

必須 役職 理学療法部門の部長・科(課)長

必須 学術業績 査読付き原著論文

(共著含む)：10編以上
査読付き原著論文

（　　　　）編　＊研究業績書提出

必須 PT経験年数 15年⽬以降
（2021年度にエントリーする場合、2007
年度以前のPT資格取得）

理学療法士免許取得年度

（　　　　）年度

参考 競争的研究資金の獲得 実績を有することが望ましい 競争的研究資金

（　　　　）件　＊研究業績書提出

参考 スポーツ関連の実績

(国際⾏政・国際⼤会帯同)
実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

参考 社会的活動（役員等）

受賞歴

学会の発展に寄与する実績

実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

推薦人（評議員）

学位 修士または博士

（分野の入力）

必須

（　　　　）

 医療機関

評議員候補者　氏名

推薦人（評議員）　



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

評議員候補者推薦書【様式3】

推薦日

　　　　年　　月　　日

条件 項目 エントリー基準 記入欄

必須 所属先 公的スポーツ施策機関

厚労省所管の教育機関

必須 職務内容 学会の発展に寄与する特異かつ秀逸した経

験と実績を有する

【職務内容と学会へ貢献を記載】

必須 スポーツ関連の実績 スポーツ理学療法に関連する国際行政や国

際大会帯同の実績

【記載方法は自由】

必須 学術業績 査読付き原著論文

(共著含む)：5編以上
査読付き原著論文

（　　　　）編　＊研究業績書提出

必須 PT経験年数 15年⽬以降
（2021年度にエントリーする場合、2007
年度以前のPT資格取得）

理学療法士免許取得年度

（　　　　）年度

参考 競争的研究資金の獲得 実績を有することが望ましい 競争的研究資金

（　　　　）件　＊研究業績書提出

参考 社会的活動（役員等）

受賞歴

学会の発展に寄与する実績

実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

推薦人（評議員）　

推薦人（評議員）

公的スポーツ施策機関・厚労省所管の教育機関

評議員候補者　氏名

必須 学位 修士または博士

（分野の入力） （　　　　）



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

評議員候補者推薦書【様式4】

推薦日

　　　　年　　月　　日

条件 項目 エントリー基準 記入欄

必須 所属先 他の様式以外の所属先

必須 職務内容 学会の発展に寄与する特異かつ秀逸した経

験と実績を有する

【職務内容と学会へ貢献を記載】

必須 スポーツ関連の実績 スポーツ理学療法に関連する国際行政や国

際大会帯同の実績

【記載方法は自由】

必須 学術業績 査読付き原著論文

(共著含む)：5編以上
査読付き原著論文

（　　　　）編　＊研究業績書提出

必須 PT経験年数 15年⽬以降
（2021年度にエントリーする場合、2007
年度以前のPT資格取得）

理学療法士免許取得年度

（　　　　）年度

参考 競争的研究資金の獲得 実績を有することが望ましい 競争的研究資金

（　　　　）件　＊研究業績書提出

参考 社会的活動（役員等）

受賞歴

学会の発展に寄与する実績

実績を有することが望ましい

【記載方法は自由】

推薦人（評議員）　

推薦人（評議員）

その他の所属先

評議員候補者　氏名

必須 学位 修士または博士

（分野の入力） （　　　　）



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

掲載年 学術論文タイトル 単著・共著 発行又は発表の年月
発表雑誌等（略称可）

巻・号＿頁
共著者（全て）

研究業績書【査読付き原著論文】



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

研究業績書【競争的研究資金の獲得状況】

競争的研究資金名 期間 研究課題名



一般社団法人　日本スポーツ理学療法学会

評議員候補者の推薦基準書

条件 必須項目 推薦基準

所属先 教育研究機関（大学または大学院）

職務内容 「スポーツ理学療法学」やそれと同等の科目、又は障害者スポーツに関する科目を担当している

役職 教授または准教授

学位 博士

学術業績 査読付き原著論文(共著含む)：20編以上

PT経験年数 15年⽬以降（2021年度にエントリーする場合、2007年度以前のPT資格取得）

所属先 医療機関

職務内容 アスリートに対するスポーツ理学療法を実践し、スポーツ理学療法に関する研究を行っている

役職 理学療法部門の部長・科(課)長

学位 修士または博士

学術業績 査読付き原著論文(共著含む)：10編以上

PT経験年数 15年⽬以降（2021年度にエントリーする場合、2007年度以前のPT資格取得）

所属先 公的スポーツ施策機関または厚労省所管の教育機関

職務内容 学会の発展に寄与する特異かつ秀逸した経験と実績を有する

スポーツ関連の実績 スポーツ理学療法に関連する国際行政や国際大会帯同の実績

学位 修士または博士

学術業績 査読付き原著論文(共著含む)：5編以上

PT免許の取得年 15年⽬以降（2021年度にエントリーする場合、2007年度以前のPT資格取得）

所属先 その他の所属先

職務内容 学会の発展に寄与する特異かつ秀逸した経験と実績を有する

スポーツ関連の実績 スポーツ理学療法に関連する国際行政や国際大会帯同の実績

学位 修士または博士

学術業績 査読付き原著論文(共著含む)：5編以上

PT免許の取得年 15年⽬以降（2021年度にエントリーする場合、2007年度以前のPT資格取得）

【様式3】

【様式4】

評議員候補者の推薦基準書

【様式1】

【様式2】


