
【送付用 1/2】 

FAX送信先：03-3481-2284 

送付期限：2016年 9月 30日（金） 

裏面も必ずご記入さい。 

 

※ 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 42回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 

出席確認カード 
 

登録番号（７桁）        生年月日（西暦） 

フリガナ  
     年   月   日 

氏名  

保有資格 
（○をつけてください） 

 公認スポーツドクター 
 公認アスレティックトレーナー（JASA-AT） 

 

＜ネームカード貼付欄＞ 

※ 必ず学会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、公認スポーツ指導者登録

証は不要です。 

※ JASA-ATはBLS資格の認定証（写）を併せて貼付してください。貼付がない場合、義務研修を受講したこと

になりません。 

 

〒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・AT 担当）行 

出席確認カード在中（42 回日整会） 

＜ネームカード＞ 

＜BLS資格認定証（JASA-ATのみ）＞ 



【送付用 2/2】 

 

 
＜指定演題＞ 

＜9月16日（金）＞

No.
開始
時刻

終了
時刻

時間 会場 会場名 セッション形式 演題名 聴講

1 8:30 9:30 60分 第1会場 特別会議場 特別講演 青少年野球選手の肩肘障害―全国アンケート調査を中心としてー

2 9:40 11:10 90分 第1会場 特別会議場 シンポジウム Rio2016オリンピックにおけるメディカルサポート

3 9:40 11:10 90分 第2会場 中ホールA+B パネルディスカッション 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎上腕骨小頭の治療　各治療法の適応と限界

4 9:40 11:10 90分 第3会場 小ホール パネルディスカッション 足関節外側靭帯損傷に対する治療戦略

5 11:20 12:20 60分 第1会場 特別会議場 特別講演 2020年東京オリパラの開催に向けて

6 11:20 12:20 60分 第2会場 中ホールA+B 招待講演1 グローバル時代のスポーツ医学指導：米国医学教育の実際

7 13:40 14:40 60分 第1会場 特別会議場 特別企画（対談形式） アスリート対談セッション

8 14:50 16:20 90分 第1会場 特別会議場 シンポジウム 冬季オリンピックメディカルサポート（平昌に向けて）

9 14:50 16:20 90分 第2会場 中ホールA+B シンポジウム 成長期エリートアスリートの健康管理上の問題点とメディカルサポート

10 14:50 16:20 90分 第3会場 小ホール シンポジウム 女性アスリートに対するメディカルサポート体制と課題

11 16:30 18:00 90分 第1会場 特別会議場 シンポジウム パラリンピックメディカルサポート

12 16:30 18:00 90分 第2会場 中ホールA+B 教育研修講演 1 スポーツに伴う損傷軟骨および外傷後関節症治療の最先端

＜9月17日（土）＞

No.
開始
時刻

終了
時刻

時間 会場 会場名 セッション形式 演題名 聴講

13 8:30 10:00 90分 第1会場 特別会議場 パネルディスカッション 膝スポーツ障害の病態，リスクとマネージメント

14 8:30 10:00 90分 第2会場 中ホールA+B パネルディスカッション 投球障害肩　：　この症例、こう診てこう考えてこう治す

15 8:30 10:00 90分 第3会場 小ホール パネルディスカッション 腰痛の機能的病態診断への挑戦　-あきらめたときが非特異的腰痛-

16 10:10 11:10 60分 第1会場 特別会議場 特別講演3 前十字靭帯のバイオメカニクス：荷重・ひずみ伝播の部位依存性

17 10:10 11:10 60分 第2会場 中ホールA+B 教育研修講演 投球障害肩の診断と治療：私のアプローチ

18 10:10 11:40 90分 第3会場 小ホール パネルディスカッション スポーツに伴う脊髄障害の病態と治療

19 11:20 12:20 60分 第1会場 特別会議場 招待講演2 Treatment of Pediatric ACL tears and Associated Injuries

20 11:20 12:20 60分 第2会場 中ホールA+B 教育研修講演 スポーツによる足趾の外傷・障害

21 13:40 14:40 60分 第2会場 中ホールA+B 教育研修講演 筋損傷

22 14:50 16:20 90分 第3会場 小ホール シンポジウム 中学校の武道必修化に伴う整形外科スポーツ医学の対応

23 14:50 16:20 90分 第1会場 特別会議場 シンポジウム 種目別トップアスリートに対するメディカルサポート体制と課題

24 14:50 16:20 90分 第2会場 中ホールA+B パネルディスカッション MD-PT・ATのコラボレーション

25 16:30 18:00 90分 第2会場 中ホールA+B パネルディスカッション パフォーマンスアップのためのアプローチ

26 16:30 18:00 90分 第3会場 小ホール パネルディスカッション 中高年のスポーツ障害

＜9月18日（日）＞

No.
開始
時刻

終了
時刻

時間 会場 会場名 セッション形式 演題名 聴講

27 9:20 10:50 90分 第1会場 特別会議場 パネルディスカッション スポーツ選手の股関節スポーツ障害のマネジメント

28 11:00 12:00 60分 第1会場 特別会議場 招待講演 Hip Arthroscopy: Updates and Advances

 

 

 

 

 

 

氏 名  合計 分 
 

 



 

 

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（JASA-AT）

資格更新のための義務研修について 
 

 

第 42 回日本整形外科スポーツ医学会学術集会は、日本体育協会公認スポーツドクターおよび

JASA-AT の資格更新のための義務研修です。資格をお持ちの方は下記の通り手続きをしてください。 

なお、ご自身の義務研修受講状況はスポーツ指導者マイページにてご確認いただけます（確認方法に

ついては下記「義務研修受講状況および資格有効期限確認方法等」をご参照ください）。 

 

＜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。各演題は最初から最後まで聴講いただく必

要があります。 

② 抄録集に綴じ込まれている「出席確認カード」の指定演題のうち、聴講したものの「聴講」欄に

○印をつけ、合計時間および必要事項をご記入のうえ、9月 30日（金）までに日本体育協会宛に

郵送または FAX にて送付してください。その際、表面の所定の欄に学会受付で受け取ったネーム

カードのコピーを貼付してください。 

③ スポーツ指導者マイページ上の義務研修受講状況へは、10月中旬頃までに反映します。 

※ JASA-AT の方は一次救命処置（BLS）資格の認定証（コピー可）も貼付してください（貼付

がない場合は義務研修を受講したことになりませんので、ご注意ください）。 

※ 「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。 

（日本体育協会 HP トップページ→スポーツ指導者（資格情報）→指導者関係イベント→ 

スポーツドクター義務研修／アスレティックトレーナー研修会） 

 

＜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・AT担当 

FAX：03-3481-2284（TEL：03-3481-2226） 
 

＜送付期限＞ 

2016 年 9 月 30 日（金） 

 

＜義務研修受講状況および資格有効期限確認方法等＞ 

 スポーツ指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）にてご確認ください。 

 登録状況およびスポーツ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） 

 スポーツ指導者マイページを利用したことがない方は、ログイン画面下部の「パスワードをお持

ちでない方、パスワードをお忘れの方はこちら」を参照いただき、是非ご登録ください。 

 既に有効期限が切れている方は、資格の更新を希望する場合は「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。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。 

 スポーツ指導者マイページ上の義務研修受講状況の反映には、出席確認カードの送付期限から 2

週間程度お時間をいただきますことを、予めご了承ください。 

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

