
日本体育協会公認スポーツドクター・アスレティックトレーナー 

資格更新のための義務研修について 

 

7th JOSKASは、日本体育協会公認スポーツドクターおよび公認アスレティックトレー

ナー資格更新のための義務研修の一つとなります。 

資格をお持ちの方は、ご自身の義務研修受講状況をご確認のうえ、未受講の方は下記の

通り手続きをしてください。 

 

＜義務研修受講修了申請方法＞ 

① 指定演題を合計 4 時間（240 分）以上聴講してください。各セッションは最初から

最後まで聴講することが条件となります。 

② 次ページ以降の「出席確認カード」に必要事項を記入のうえ、コピーを本会まで郵

送または FAX にて送付してください。その際、3 ページ目にネームカードのコピー

を貼付してください。 

※ 公認アスレティックトレーナーの方は一次救命処置資格の認定証（コピー可）も貼

付してください（お持ちでない方は平成 28 年 3 月 31 日までに必ず取得してくだ

さい）。 

※ 「出席確認カード」は日本体育協会のHPからもダウンロード可能です。 

 

＜送付先＞ 

〒150－8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 

日本体育協会スポーツ指導者育成部 

スポーツドクター担当／アスレティックトレーナー担当 

FAX：03-3481-2284（TEL：03-3481-2226） 

 

＜送付期限＞ 

2015 年 6月 30 日（火） 

 

＜研修受講状況および資格有効期限確認方法等＞ 

 指導者マイページよりご確認ください。 
指導者マイページ URL⇒ https://my.japan-sports.or.jp/login 

 登録状況および指導者マイページに関するご質問は下記までお問い合わせください。 
TEL：03-5148-1763（公認スポーツ指導者登録係）  

 既に有効期限が切れている方は、資格の更新にあたり「再登録申請書」の提出およ

び再登録料が別途必要となる場合がありますので、出席確認カードを提出後、日本

体育協会までお問い合わせください。 
 マイページ上の義務研修受講状況の反映には、出席確認カードを提出いただいてか

ら 2 週間程度お時間をいただきます。予めご了承ください。 

https://my.japan-sports.or.jp/login


【送付用 1/2】 

FAX送信先：03-3481-2284 

送付期限：2015年 6月 30日（火） 

次ページも必ずご覧下さい。 

 

※郵送の際は、上記を切り取ってご使用ください。 

 

日本体育協会公認スポーツドクター・アスレティックトレーナー 義務研修 

第 7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（7th JOSKAS） 

出席確認カード 
    （コピーしてご使用ください） 

 登録番号（７桁）        生年月日（西暦） 

 フリガナ  
     年   月   日 

氏名  
 

＜義務研修の修了実績について＞ 

① 下記の指定演題を合計 4時間（240分）以上聴講してください。 

② 聴講した演題に「○」をつけ、聴講時間の合計を記入してください。 

③ 所定の欄にネームカードのコピーを貼付のうえ、6 月 30 日（火）までに日本体育協会へ郵送または

FAX にて送付してください。 

※「出席確認カード」（本紙）は日本体育協会の HPからもダウンロード可能です。 

＜指定演題＞ 

6月 18日（木） 
セッション形式 セッションテーマ 会場 開始 終了 時間 聴講

シンポジウム 最先端の関節軟骨再生 特別会議場 8:40 10:20 100

パネルディスカッション 高位脛骨骨切り術の一工夫 大ホール C 8:40 10:10 90

シンポジウム 足部インピンジメント症候群 中ホール AB 8:40 10:10 90

パネルディスカッション 骨壊死の診断と治療 中ホール AB 10:15 11:45 90

Masaki Watanabe Award Lecture ISAKOSにおける日本の役割 －ACL再建術における知見－ 特別会議場 10:25 11:25 60

会長講演 高位脛骨骨切り術の適応と限界 特別会議場 13:10 13:40 30

パネルディスカッション 膝蓋骨不安定症の病態と治療 大ホール C 13:50 15:20 90

シンポジウム 鏡視下距骨骨軟骨損傷 中ホール AB 13:50 15:20 90

 

6月 19日（金） 
セッション形式 セッションテーマ 会場 開始 終了 時間 聴講

パネルディスカッション 膝前十字靭帯損傷への取り組み 特別会議場 8:30 10:00 90

パネルディスカッション 人工膝関節置換術　最新のトピックス 大ホール C 8:30 10:00 90

シンポジウム コリジョンアスリートの反復性肩関節脱臼 中ホール AB 8:30 10:00 90

パネルディスカッション 半月板損傷の病態と手術治療 特別会議場 10:05 11:35 90

シンポジウム 人工膝関節置換術における術中関節ギャップと内外側軟部バランスの意義 大ホール C 10:05 11:35 90

シンポジウム 肘・手関節鏡視下手術の現状と展望 中ホール AB 10:05 11:35 90

特別講演
膝関節複合靭帯損傷に対する手術治療体系の確立を目指して
--- この30年間の基礎・臨床研究の経験より ---

特別会議場 13:15 14:15 60

パネルディスカッション 腱板広範囲断裂に対する治療戦略 大ホール C 14:25 15:55 90

パネルディスカッション
股関節鏡視下手術の現状と今後の展望
―Hip arthroscopic surgery, where we are now, and where we are heading?

中ホール AB 14:25 15:55 90

〒150－8050  

東京都渋谷区神南 1-1-1 日本体育協会 

スポーツ指導者育成部（スポーツドクター担当） 行 

出席確認カード在中（７th JOSKAS） 



【送付用 2/2】 

 

6月 20日（土） 
セッション形式 セッションテーマ 会場 開始 終了 時間 聴講

パネルディスカッション スポーツ障害に対する新しい治療 特別会議場 9:00 10:00 60

シンポジウム 成長期投球障害の問題点 大ホール C 9:00 10:00 60

パネルディスカッション 投手の肘内側部痛（野球肘―内側部痛の病態と治療―） 特別会議場 10:05 11:35 90

パネルディスカッション 内視鏡水中手術と空中手術のpros & cons 大ホール C 10:05 11:35 90

 

合計４時間（２４０分）以上の聴講で義務研修の修了実績となります。 

合計 分 

 

マイページを利用した事がありますか？ はい ・ いいえ 

※ 「いいえ」に○をされた方には、マイページ利用に関するご案内（マイページ ID、仮パスワー

ド）を後日郵送いたしますので、是非ご利用ください。 

※ パスワードを忘れてしまった方は、ログイン画面から再設定が可能です。 

 

＜ネームカード貼付欄＞ 

※ 必ずネームカードのコピーを貼付してください。参加証・領収証・領収証控は不要です。 

※ 公 認 AT は BLS 資 格 証 明 書 （ 写 ） を 併 せ て 貼 付 し て く だ さ い 。

 




