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平成26年度(公財)日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会

受講者の推薦について(依頼)

平素から本会事業にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます｡
さて､標記講習会について､別紙要項により開催されますので､受講希望者を下記に

よりご推薦くださいますようお願いいたします｡

なお､受講希望者が複数の場合は､本会において書類審査のうえ推薦順位を決定させ
ていただきます｡

記

1　受講条件

平成26年4月1日現在､医師免許取得後4年を経過し本会をはじめ県内競技団

体等と積極的に協力してスポーツ活動のサポートを行っている者又はこれから行お

うとする者
2　提出書類

( 1 )受講推薦書及び受講推薦者名簿

(2)新規受講個人申込書憤写真400X3鋤1枚貼付･1枚添付)

(3)医師免許の写し(A4サイズに縮小コピーしたもの)

(4)基礎科目免許申請書(応用科目からの受講希望者のみ)

※日本医師会認定健康スポーツ医に認定された者又は日本整形外科学会認定ス

ポーツ医学研修会総論Aを修了した者は､それぞれ発行された認定証又は修

了証の写しを添付すること｡
3　推薦締切日

平成26年4月30日(水)

4　推薦先

〒950-0933　新潟市中央区清五郎67- 12

デンカビッグスワンスタジアム内

(公財)新潟県体育協会競技スポーツグループ
5　その他

要項､申込書は日本体育協会ホームページ(http:〝www.japan-sports.or.垂I)から

ダウンロードすることができます

(公財)新潟県体育協会競技スポーツグループ木村 

TELO25-287.8600FAXO25-287-8601 

E-maHkimura@niigata-spo露S.or.jp 



東日本大震災復興支援
｢とどけよう　スポーツの力を東北へ白

平成26年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター養成誇習会

開催要項

1.日　的

全国各地で､スポーツ活動を実践÷巾､る

動を行うとともに､

ポ｣ツドクター設題野郎こ基づき､

~    0  1~■r lO    O

スポーツ医学硯教育普及活動にあたる園諦醜こ
ボーッ斜陽障害に対する二部左治癒尊め陶宋活

｢公主観拒I法人部輯轄臨轟
聾を開催する｡

2･主催　公益財団法人　日本体育協会

3.カリキュラム　　　　　,

･基礎科目(25単位) ･応用科白く27単位) (詳細は別離カリキュラム一覧参照)

4.実施方法憫催期日･会場)

:皇瑳科目受議者(薪親.過年度継続受講者) 

開催区分- 丶ｨﾜ8ｯｩ?｢�会壌 �.�� ��備考 

基礎科目I 兌ﾙ�ﾃ#iD����ﾈ���?｢�7駐謄S�ﾘ�ｳs｣C���)?｢映�涛｣��ﾓ�s｣S��｢ベルザール簾田糠駅前｣ 〒1021鳩72東真鶴千代田区簾田糠. 3-8-5住友不勤ま簾田構駅前ビル1F 〟 ヽ ヽ 丿S#���冖ﾂ� 

基礎科目Ⅱ 寮墓誌科 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ���?｢�7駐謄S�ﾓ�s｣C����?｢映�涛｣��ﾘ�ｳc｣S���自_ｸ�Bﾘ�*H自�*H耳�｢��

･目の講習-は､公認スポーツアンアイスト医科共通と同一内容.会場で実施する〇 二早成25年度以前基礎科目修了者.基礎科目免除者. 
･平底25年度以前基礎科目修了者.基礎科目免除者.~~~~岬ー~~~ー'一〇 

日 ����wb� ��

応用科目I 兌ﾙ�ﾃ#iD��佇緤?｢�7駐��#｣CRﾓ�s｣S��y?｢�?｢涛｣��ﾓ�S｣3��｢ベルザール簾田糠ファースト｣ 〒1121)004真東寓文京区幾桑2-6-1 住友不動産簾田繍ファーストタワー 削 丿S3��kﾂ� 

応用科目Ⅱ 兌ﾙ�ﾃ#iD��｢ベルサール簾田幡駅前｣ 12月13日(土)12:55-17:30 ��s��"ﾓ��s)8ﾈｹ饉��y�968ｾiM�68��

14日(冒)9:00-15:30 �2ﾓ�,8�tiW9:韃儁�68ｶｸ遥��7(8ｶﾄb�

応用科目Ⅲ ●.〇一 兌ﾙ�ﾃ#yD��｢ベルザール簾田糠ファースト｣ 2月14日(土)12:55-17:30 ��s��"ﾓ���I8ﾈｹ駝y[hﾘｸｾiYﾈｼc"ﾓbﾒﾒ�

15日(冒)9:00-15:40 〃〇〇一 ��i+yW9:頽I<I?ｩ��7H4��ｸ5�6x5�8��ｳ���

※定員には前年度までに受講を始めた者似下｢過年度受講者｣)を含む. ※期日,会場については予定o事情により変更する楊合もある. 注l)基礎科目の受講を修了した翌年度以降に､応用科目を受講すること.なお､講習は単位制のため､ 注2'讃露認諾謀議…:龍薄墨藷書諾議了し､ 日本体育協会(以下｢本会｣)が発行した｢基礎科目修了証｣を有する者､または､本要項第11-項 ②の手接ぎを行った者とするe` 

5.受講者

①受諾条件:受講撒範接秤成鮪年池月1日時点で園開聞諏得後4年を経過し本会あるいぼ睦劫隠(鞠日
勤団体(以下物腰団的)よ的餓還れ､本会が認めた嵩

②新規蔑策菩教:基随科目からの受講者: 110名程度応閣科目からの受講者:50名程度

6.受講申込

①申込方法:受話者の募窮ま､カ
1 ~　~~　　　~　　~○　○　　~　"〇°~○○●}ヽ-~1｢､■r i J1′　ヽ Iノl′-〃′

新聴聞人申込書領弼醇1部貼付･ 1部繭拙こ必要軒難塙臥し医師籍的写しを翻/て､加
盟団捧-申込む加盟国徽おいて受講問詰酵確認の上所定陶闘配奪抽入申込書独妙まと
ヽ｣L t　-ノし　　　-lf着〃書t_　一､°′

め､本会へ提出する｡

②申込捌観加閏…郎蹄ゝら本会-の提出卿隈

塾含ま､加囲都政)推薦を取り付け､所定の

7.受講料
･基礎科目からの受講者50,400日(教材費含む)
･応用科目からの受講者28,800円(教材費含む)

※受講料は本会が送付する受講肉定通知到着後に納入すること｡なお､上記受講料は受講修了
あるいは受諾有効期限まで有効となる｡
なお､納入後の受講料は返金しない｡

※講習会参加に係わる経費(宿泊､交通費等)は自己負担とする｡



8.受講者の決定
(I)内定

①新規受諾の採否の結果は､本会より当該受講希望者を推薦した団体(以下｢推薦団体｣)並び
に受話希望者本人宛通知する｡受講内定者に対しては､内定通知および受諾料納入の案内
を送付する｡

②受講内定者は､受講料を指定期日までに納入すること｡指定期日までに受講料を納入しない
場合は内定を取り消す場合もある｡

(2)決定

①受講料の納入を本会で確認した後に正式な受諾者として決定し､受諾に必要な書類を送付す
る｡　　　　　　　　.

②　受講者番号は､本諮習会の全単位を修了するまで変更されない｡
潔

ま､受講諜:なった年霞を含め､基礎科目からの受講静ま6年間､応用科目から

の受講静ま3年間とする｡

受講有効期限内に全ての講習を隆子できない場合は､ 手続きを必要とする｡ただし､本会

指導善書蘭評頓‡貴会ボーッ柱タダ-部会(以下｢ドクター能会｣ )で受講延長が認められた揚釦よこの

限りではない
※　受講取り消し:受講者とmさわしくない行為があったと認められたとき性ドクター部会で審査し受講

が積史り消される｡
○○

9.講習の免除
①　日本医師会認定槌康スポーツ医に認定され掻または日

修了した静ま､それぞれ発行された認定証また括､修了証を申込書に添えて提出することにより､講習会におけ
る基膣科目鮪単位の受講を免除することができる｡

目末路了者も､受講期間中に_騎誼竃蕗を取得吏たは珊参会を修了し､本会へ証明する書

頼政超勤ミあった露命基礎科目免除対象者として基誕科目修了証を発行し､応用科目を受講することができる｡
なお､年度途中に免除の申請のあった場釦こは､応閏科目の受講が可能となむ

る(受講惨了
10.審査

①基薩科目､応用科目の全ての講習を穆了u牽強こぼ本会より資格審査申請醇の
年度5月瞳予超｡修車載ま送筒された資輯蚕室申請鞄スポーツ医学癖閑醒弼罫こ必要事項を記入し､推駒
体を通じて本会-提出する｡

②提出された資蕗審査中請願ス
臨繭童顔恵存ず~るかどうかを審査し､蒜鴬麗墓誌書誌諸

-部会において､相当のスポーツ医学の

こ通知する｡

ll.登録及び認定
①本会は､ 10-③により手続きを完了した者を｢公益財団法人日本体育臨会館忍スポーツドクター｣として認定し､ 10

月1日発効の｢認寿詫曲を交馳
②登闘軸ま4年間で仏棚田とする｡ただし こは初期離し輯蝿鵜,(関田が必要となる｡

③登録による認定期間は4年間とし､資階を頭,詰萱録する場釦ま､
を受けなければな撹乱1.

12.その他(注意事項等)
(1)基礎科目修了証明書について

基!麺科目:狩 た都こは､基随掛目修了年度酪こ､基曜粗目

(2)未修了者の次年度以降の講習会受講について
前年度までに全ての講習を修了しなかった末路手許こは､

学籍捕吏でに本会が定める珊婆

葬i子暗

まで､当該年度の受講案内を本

人宛送稿する｡受講寵妾蔀ま開陸日程等確認のうえ､所定の申込書を本会へ事殻甘する｡

(3)個人情報の取扱いについて
こ曝し取観｣た個人間曲ま､本会及び本会馳匪郎勅書､本講習会の受講管理に路する連絡(資

料の送付等)およびボーッドクダニ開陳事業を実胞する際に利用し､これ以外の目的に個人惜報を利用する際
は､その旨開示し了解朝等るものとする｡

【本件に関する問合せ先】
公益財団法人　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
〒 150-8050東京都渋谷区神南1-1-1岸記念体育会館

TEL : 03-3481-2226 FAX : 03-3481-2284　E-Mdl : spons-doctor@jaDan-SDons.or.め
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スポーツ振興くじ助成軍費

フェアプレイで日本を元気に-あくもゆ､あいさつ､ありがとう- 

目指せ100万人のフェアプレイ宣言!WE鼠で駐韓受付中!ノ 
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日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会かノキュラム
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1 2 3 4 5 ��凵�熙,, 啌ﾈ耳耳6ﾘﾉr�スポーツ医学概論 剴���1 

基礎 〟 剞_経.筋の運動生理とトレーニング効果 剴���十一 

呼吸.循環系の連動生理とトレーニング効果 内分泌.代謝系の運動生理とトレーニング効果 ◆ 剴���1 
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運動と栄養,食事,飲料 剿ﾆ��1 
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発育期と運動-小児科系 剴���1 
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発育期と運動-整形外科系 剿ﾆ��1 
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メンタルヘルスと運動 連動のためのメディカルチェック-内科系 運動のためのメディカルチェック-整形外科系 運動と内科的障害(急性期.慢性期) スポーツによる外傷と障害(1)-上肢 スポーツによる外傷と障書(2)-下肢 スポーツによる外傷と障害(3)-脊椎"体幹 スポーツによる外傷と随喜(4)-頭部. 運動負荷試験と運動処方の基本 運動療法とリハFjテ-シヨン-内科系疾患 ヽ●.- 剿ﾆ��1 
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51 �5�7ﾈ�ｸ68,hｮ�怩� 免��

52 �5�7ﾈ�ｸ68,h4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ�ｫ2� 免��

合計 劔__27h �#�� 



診療科日置専門スポーツ名称書ID対応表

専門スポーツ.ID一覧 
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+. � �H�)4ﾒﾖ辻ｨ92x*ｲ顰ﾘ示�ﾒxｩi>X�>R�

1 凛H�8ｺ8ﾍｲ� ��2�･jr-.-.､.請..__ニ____翠_ti諺B*.__､.i_.5...i_ レスリング 亦籃��32�ー芳美=``'-li.I.--*'Bl.)--""~"''* �""�)z2�陳粐ﾒﾒ縒簫粐粨�ｲﾒ粐篦ﾓ2粐粐謨�ﾓや籔峯���ﾙｲ��ﾓSX4x4�8ﾘ7(6(4��

2 ��X未���B�セーリング ���� ��g77756ﾒ�
アーチェリー 塗ｺ�4�8�8ｨ4ｨ987H6(6x7ﾈ�ｸﾋ2�

Sl 仄8未�����ウエイトリフティング ��35 仭8詹;辻�6土中-ラ÷ネケ｢ト 

戟 儖(ﾙ�-ﾒ���b�ハンドボール ��36 �4�485�7ｨ6(5�ﾒ�62ダンススポーツ C2障害者スボーと C9プロサッカーリーグ S童子ポ｢ツ全般 JGジョギング MTマラソン 聖堂ウオーキング wsウインタ-スポニッ SBスノーボード 

S3 �5h984�8ﾘ6�485�6�5�487�984����6R�自転車競技 ����銃剣道 

S仝 ��XｸR�����ソフトテニス 倩��クレー射撃 

3 �5H6(4ｨ�ｲ�����章球 �3��なぎなた 

4 �5�4ﾈ�ｲ��)U8爾�軟式野球 鼎��ボウリング 

5 ��(耳�ｨ�ｨ�ｨ�｢�rﾘ6ｨ5���#��相撲 鼎��ポブスレ｣.リュージュ 

6 �7ｸ�ｸ6r��#"�馬術 滴軸�電球 

7 �7ｨ6(5��ｲ��(ｶr�柔道 �&��CB�CR�綱引 少林寺拳法 

8 .5 10 �7ｸ4�5h984�� �#B�#R�#c｢�ソフトボール 

バレーボール 劍7H4h985h984���5���6x7ｸ��､｢�MSマリンスポーヅ一一 

体操 劍6�6�7�986x92�46 兀����霈佶ﾒ�SFサーフィン 

壁土 G_a q宣 土工 �ｩLｩ�ﾉ����#r�#��D｣��u��_弓道 鼎r�C��柵�馮��ゴルフ.- �%84X48986�5H�ｸ7I�"�4E�5�5��ｸ7�5�487(984��ﾔ�8(�ｸ5��ｸ5�7ｸ6ｨ6"�

体操競技 新体操- ���8�487H8ｸ�ﾈ"�ﾉY;���4ｨ�ｸ8ｨ984��7�8��ｸ8ｨ7H6X4(984��

バスケットボール 劍ｽ��8ﾍﾈ霻�6�484�5�8ﾘ92��4�8ｨ4x986X�ｸ8ｨ984��wTウエイトトレーニング 

12 堅1 K2 K言 ※該 �5�5��ｸ6r��3��3"�ﾓ��ラグビーフ非ポー示 鉄��S"�S2�SB�*ﾘ,ﾒ�H怩�グラウンド.ゴルフ �4Xﾘ)~竟(5�7ﾊ86B�

スピードスケート 劍�(ｧ���6x8�987ﾈ8ｨ92�CS格闘技 

ショートトラック 劔dI�b��6x8�484�5�8ﾘ98耳爾�AK合気道 

フィギュアスケ｢ト �2 �7H8ｨ�ｸ4�8�487�984���6�4X986�6X6ｨ5��INその他 

当するものがない場合は､その他もし 劔俐X.�ｽ�*(.�,ﾈ/�����+X,H*ﾘ+�+8*"�

※その他を選択した場合は､具体的な診､ノ 劔刹L載欄がありますのでご記入ください 



平成26年　月　日

団体名:

代表者:

公益財団法人新潟県体育協会

専務理事　阿部　　徹　　様

平成26年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会

受講者の推薦について

別添名簿の医師を標記講習会受講者として推薦いたします｡

記

【添付書類】

1　推薦者名簿

2　新規受講者個人申込書

3　顔写真(2枚:1枚は個人申込書に貼付1枚は添付)

4　新規受講者医師免許証写し(A4に縮小コピーしたもの)

5　基礎科目免除申請書類(応用科目からの受講希望者のみ)

日本医師会認定健康スポーツ医の認定証(写)又は日本整形外科学会認定ス

ポーツ医学研修会総論Aの修了証(写)



平成26年度公益財団法人日本体育協会

公認スポーツドクター養成講習会

受講推薦者名簿

標記講習会の受講推薦者について､下記にご記入ください｡

<基礎科目からの受講希望者>

優先 順位 �-8.�*ｨ,��勤務先名 ��I�Yyﾙu"�

氏名 

1 �� ��

2 �� ��

3 �� ��

4 �� ��

5 �� ��

<応用科目からの受講希望者>一一一一一雇先 順位 �-8.�*ｨ,��勤務先名 ��I�Yyﾙu"�

氏名 

1 �� ��

2 �� ��

3 �� ��

4 �� ��

5 �� ��


