
【送付用 1/2】

【メールまたは FAX でご送付ください】　提出期限：2021 年 7月 20 日（火）
【件名】JOSKAS/JOSSM meeting 2021 出席確認カード提出
【本文】以下の 4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 ( 両面で 3ページ )  ※本アドレスは送信専用アドレスです。
◆アドレス：drat-kakunin@japan-sports.or.jp
※右の QRコードを読み取るとメールが立ち上がります。
※本アドレスは送信専用アドレスです。送信後自動返信メールが届きます。
◆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

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13回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（13th JOSKAS）
第47回日本整形外科スポーツ医学会学術集会（47th JOSSM）

出席確認カード
登録番号（７桁） 生年月日（西暦）

氏名

保有資格
（○をつけてください）

フリガナ

公認スポーツドクター

公認アスレティックトレーナー

※登録番号・資格有効期限は指導者マイページからご確認頂けます。

No. 時間 セッション名 演題名 オンデマンド
で受講

1

2

3

4

会長講演 JOSKAS 膝関節治療に携わっての30年30 分

会長講演 JOSSM 上肢のスポーツ外傷と障害30 分

教育研修講演3 日常診療で知っておきたい足部スポーツ傷害up-to-date60分

教育研修講演8 アスリートの手・手指外傷と障害 /アスリートの手関節外傷と障害60分

6 教育研修講演1 ACL treatment in 2021: from injury to return to play / Anatomic ACL Reconstruction60分

7 教育研修講演6 Osteotomies for biological reconstruction of the knee60分

8 教育研修講演9 柔道選手における肩関節・肩関節周囲傷害と対策60分

9 教育研修講演2 Successful and failed ACL surgery / Role of rehabilitation for treatment of ACL injury60分

10 教育研修講演7 スポ―ツ選手の外側上顆炎の病態と手術療法60分

＜指定演題＞

5 教育研修講演5 Medical innovation in Return-to-play after meniscus injury / Returning to Sports after 
Meniscus Injury60分



【送付用 2/2】

No. 時間 セッション名 演題名 オンデマンド
で受講

11

12

13

14

招待講演1 New Biotherapies for ACL Healing: An Added Solution to Reconstruction60分

教育研修講演11 Ulnar Collateral Ligament Tears in Baseball: Etiology and Prevention / The operative 
treatment of ulnar collateral ligament injuries in professional Baseball Players60分

教育研修講演12 アスリートにおける脊椎内視鏡手術の現状と展望 / アスリートの脊椎障害に対する手術
療法のエビデンス60分

教育研修講演17 鏡視下Bankart-Bristow変法のコツとピットフォール / 反復性肩関節脱臼に対する鏡視下
バンカート修復術のknock and pitfall60分

16 教育研修講演16 投球障害肩のバイオメカニクス60分

17 教育研修講演18 捻挫後遺残性疼痛に対する超音波診療 / 肩肘スポーツ傷害に対する超音波診療60分

18 教育研修講演20 Hip and Groin Injuries in Athletes /Athletes' hip disorders: Arthroscopic Assessment 
and Management for Sports Injuries of the Hip60分

19 教育研修講演21 ACL anatomy and its surgical relevance / Tricks And Tips For ACL Reconstruction60分

20 教育研修講演22 The Fashion in the Management of ACL Injuries / The concept of knee decompensation 
after ACL injury60分

21 教育研修講演23 Diagnosis and treatment of AC joint dislocation: the ESA-ESSKA consensus /  In Sport 
related injuries of the knee, is Anatomic reconstruction possible is it even desireable60分

22 教育研修講演24 Return to Sporting Activity after Knee Arthroplasty / Patello-femoral arthritis treatment 
from conservative to replacement, keys to success60分

＜指定演題＞

15 教育研修講演19 肘離断性骨軟骨炎 / 野球選手における肘離断性骨軟骨炎60分

＜参加証明書貼付欄＞
※参加証明書をオンライン参加登録ページより発行し、これ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、更新研修の実績
になりません。

合計時間：　　　　　　　　分


