
 

すべてのページに氏名を必ずご記入ください。 

〇アドレス:drat-kakunin@japan-sports.or.jp 

〇FAX：03-6910-5820 

公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツ指導者育成部 育成課 

スポーツドクター / アスレティックトレーナー担当 

 

送付期限 2021年 12月 15日（水） 

 

日本スポーツ協会公認スポーツドクター・アスレティックトレーナー更新研修 

第 32回日本臨床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 
＜ネームカード貼付欄＞ 

※ 必ず学会参加証のコピーを貼付してください。領収証、領収証控、公認スポーツ指導者登録証は不要です。 

※ 公認アスレティックトレーナーは 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、更新

研修を受講したことになりません。 

 

メールまたは FAXでご提出ください 

＜メールの場合はこちらをご確認下さい＞ 

【件名】第 32回臨スポ出席確認 

【本文】3項目を必ず記載してください。①登録番号（数字 7 桁） ②カナ氏名 ③生年月日（西暦） 

【添付ファイル】出席確認カード 

※右の QR コードを読み取るとメールが立ち上がります。 

※本アドレスは受信専用アドレスです。 

 

 

 

 

＜参加証＞※別添可 

＜BLS資格認定証（公認 ATのみ）＞ 

【送付用１/2】 
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氏 名  
※ 合計 240分以上の聴講が必要です。 

No. セッション セッション名 配信日時 所要時間 聴講

1 会長講演 コンディショニングにおける防衛体力
ライブ配信：11月13日(土)　9：00～9：30

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
30分

2 理事長講演 日本のスポーツ医学　過去、現在、未来
ライブ配信：11月13日(土)　10：00～11：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

3 招待講演 Tokyo2020+1のIOC medical 報告
ライブ配信：11月13日(土)　9：00～10：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

4 特別講演
スポーツ医学におけるアンチ・ドーピングサイエンス：日本と世

界の動向

ライブ配信：11月13日(土)　11：00～12：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

5 特別講演 脊椎・脊髄のスポーツ傷害　―腰痛から脊髄損傷まで―
ライブ配信：11月14日(日)　10：00～11：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

6 教育研修講演 スポーツ現場で必要な法的の知識
ライブ配信：11月13日(土)　10：00～11：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

7 教育研修講演
スポーツ医学研究実施にあたっての倫理的留意事項：倫理審査委

員会とその対応

ライブ配信：11月14日(日)　13：00～14：00

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

8 教育研修講演 疫病とオリンピック・ムーブメント
ライブ配信：11月14日(日)　11：30～12：30

オンデマンド配信：11月15日(月)～12月6日(月)
60分

9
国際委員会からの

海外共同企画
オンデマンド配信：11月13日(土)～12月6日(月) 60分

10 シンポジウム１ Tokyo2020+1の医事運営
ライブ配信：11月13日(土)　13：40～15：10

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

11 シンポジウム２ Tokyo 2020＋1アンチ・ドーピング
ライブ配信：11月13日(土)　13：40～15：10

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

12 シンポジウム３ COVID-19パンデミック下での競技会運営
ライブ配信：11月13日(土)　9：30～11：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

13 シンポジウム４ Tokyo2020+1におけるパラリンピック日本代表選手のサポート
ライブ配信：11月14日(日)　15：30～17：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

14 シンポジウム５
Beyond 2020＋1ハイパフォーマンススポーツからライフパフォー

マンスへ

ライブ配信：11月14日(日)　11：10～12：10

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
60分

15 シンポジウム６ スポーツ活動中の負荷を測る
ライブ配信：11月13日(土)　17：00～18：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

16 シンポジウム７
スポーツ栄養の最近の話題～ビタミンD,たんぱく質摂取とコン

ディショニング～（日本スポーツ栄養学会合同シンポジウム）

ライブ配信：11月14日(日)　9：30～11：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

17 シンポジウム８ 睡眠・生体リズムとスポーツ
ライブ配信：11月14日(日)　9：30～11：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

18 シンポジウム９ ストレングストレーニングを通じた外傷・障害予防
ライブ配信：11月14日(日)　11：10～12：40

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

19 シンポジウム１０ 難渋するアスリートの運動器障害をいかに克服するか
ライブ配信：11月13日(土)　12：00～13：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

20 シンポジウム１１ 筋腱付着部症としてのスポーツ障害の病態と対処
ライブ配信：11月13日(土)　17：00～18：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

21 シンポジウム１２ 腸から考えるコンディショニング
ライブ配信：11月13日(土)　9：30～11：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

22 シンポジウム１３ 歯科医学的サポートの現状とスポーツ・ドクターとの連携
ライブ配信：11月13日(土)　15：30～17：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

23 シンポジウム１４
COVID-19感染禍が子どもたちのスポーツ・身体活動と運動器に

与えた影響と対応（小児整形外科学会合同シンポジウム）

ライブ配信：11月13日(土)　17：00～18：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

24 シンポジウム１５ Female Athlete Triad から RED-Sへ
ライブ配信：11月14日(日)　15：30～17：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

25 シンポジウム１６ 生活習慣病とヘルスプロモーションについて、もう一度考える
ライブ配信：11月13日(土)　17：00～18：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

26 シンポジウム１７ SRC managementにおけるvideoの活用
ライブ配信：11月13日(土)　13：40～15：10

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

27 シンポジウム１８
本邦のスポーツ現場における外傷・障害サーベイランスシステム

の構築に向けて

ライブ配信：11月13日(土)　15：10～16：40

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

28 シンポジウム１９ 労作性熱中症リスク要因を徹底解剖する
ライブ配信：11月14日(日)　12：30～14：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

29 シンポジウム２０ スポーツ中の重大事故調査の重要性
ライブ配信：11月14日(日)　12：30～14：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

30 シンポジウム２１ 我が国におけるトレーナープロフェッショナリズム
ライブ配信：11月14日(日)　13：00～14：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

31 シンポジウム２２
アスリートのトータルコンディショニング・ガイドラインの果た

す役割

ライブ配信：11月14日(日)　9：30～11：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

32 シンポジウム２３
アスリートの下腿・足部過労性骨障害を知る（Review Session）

／日本足の外科学会との合同シンポジウム

ライブ配信：11月13日(土)　14：00～15：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

33 シンポジウム２４
「アクティブガイド」改定に向けて　～特に有疾患者に焦点を当

てて～

ライブ配信：11月14日(日)　15：30～17：00

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

34 シンポジウム２５
再損傷の予防を目指したACL再建術後の機能評価／日本スポーツ

理学療法学会との共催シンポジウム

ライブ配信：11月13日(土)　12：00～13：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
90分

35 ワークショップ 最近のアンチ・ドーピングの情報
ライブ配信：11月14日(日)　15：30～16：30

オンデマンド配信：11月22日(月)～12月6日(月)
60分

 

合計    分 

【送付用 2/2】 


