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平成25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｡

請

1　受講条件

平成21年3月31日までにわが国の医師免許を取得し､本会をはじめ県内競技団

体等と積極的に協力し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(顔写真4cm×3cm 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25年4月30日(火)

4　推薦先

〒950-0933　新潟市中央区清五郎67- 12

東北電力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

(公財)新潟県体育協会競技スポーツグループ 冦��｢�

TELO25-287-8600EAXO25-287-8601 ��

E-mailkimura@niigata-sports.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!｣

平成25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
･一開催要項

1.日　的

全国各地で､ボーッ溝動を実践一m ､る人達の髄繭覿蒋スポーツ外揚･障害に対する予陳治療等の臨蹄
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鱒新帝とともに､スポーツ医学の研究教育し
ボーッドクター設圃袈鄭こ基づき､

普及聞覿こあたる医師を対象に｢公益財団法人日

会を開陸ず~る｡
本蹄字際会公認ス

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) ･応用科目(27単位) (詳細朋踊カリキュラム一覧参照)

≡施方法(開催期日.会場) 
開催区分 丶ｨﾜ8ｯｩ?ｨ檍�｢��.�R�備考 

基礎科目I ���ﾈ���?｢�7駐謄S�ﾓ�s｣C��#�?｢映�涛｣��ﾓ�s｣S��｢ベルザール飯田緒駅前｣ 〒102-0072東京都千代田区飯田橋 丿S#��kﾂ� 

基礎科目Ⅱ 兌ﾙ�ﾃ#iD��1月1.1日(土)9:50-17:40 12日(冒)9:00-16:50 �2ﾓふX�tiW9:韃儁�68ｻH遥��7(8ｳ�b�

応用科目I 祷ﾈ繦?｢�7駐�#｣CRﾓ�s｣S��｢ベルザール飯田橋ファースト｣ 〒112-0004東京舘文京区後楽 丿S3��kﾂ�基礎科目 修了者 看 基礎科目 免除者 
8日(冒)9:00-15:30 �"ﾓbﾓ��tiW9:韃儁�68ｻH7H4��ｸ5�6r�5�8��ｴ&ﾂ�

応用科目Ⅱ ��(ﾈ��I?｢�7駐�#｣SRﾓ�s｣3���Y?｢映�涛｣��ﾓ�S｣3��｢ベルサール飯田橋駅前｣ 〒102-0072東京都千代田区飯田橋 3-8-5住友不動産飯田橋駅前ビルlF 

応用科目Ⅲ ●.〇一 兌ﾙ�ﾃ#iD��｢ベルザール神田｣ 2月15日(土)12:55-17:30 ��s���ﾓ��S98ﾈｹ�79�y�968ｾi��69Oﾂ�

16日(冒)9:00-15:40 �7��9*ﾃx�tiW9:韃���68788ｳ$b�

※定員には前 ※期日,会場 注1)基礎科目 基礎.応用 注2)過年度受 日本体育 ②の手続 僖�7�-ﾈ,X,假8ﾗX/�跖-�+ﾘ�"��ｪ(暹D�7茨8ﾗX�*2�/�ｭﾈ-踉�,�,(*(,H,ﾙuﾉ.�馼�詆+�.h.噂��+x.��ｨﾘx.�*�.薬�,ﾈ�8ﾗX/��9{�+X+ﾙx)D�7�為�,唏咎w�怏mｨ/��8ﾗX+x.�+�,f8,�*芥ﾗX�,ﾙ%�見�x,ﾈ+ﾘ-ⅲ�+ｸ.ｨ+ﾈ.ｨ,ﾈ怏mｩ>�,X,ﾈ�8ﾗX��,ﾚD定uX*�.�*(,ﾘ蒭,ﾈ*(+�.ｨ*�.x,X.��8ﾗX,X*ｸ.薬�ﾗX�(,ﾈ*H+ⅸ咎w�怏mｨ/��8ﾗX,X*ｸ.倆(,ﾚI���7�-ﾈ,X,舒��(怏m､剃�,ﾈ�8ﾗX/��9{�+ZB�ｺh橙��ｪ)gｸ檄2�*ｩJﾘﾗ8+X+ﾚ(ｮ��(怏mｨ�9{���8/�tﾈ+x.倆*H-ﾈ+ﾘ,ﾚIgｹwhﾘ��c��Zﾂ�*ｸ/�ﾗ8,�+ﾘ�(,h+x.薬�

注3)基礎科目の講習会は､公認スポーツデンテイスト医科共通と同一内容･会場で実施する｡

5.受講者

①受講条件:受講申し込み年度内に日本国の囲輪講聯酸5年を経過し(平成21年3月31日までに璃臥本
会あるいは本鋤睦(主動畦か団轍以下的艦退陣)より推醸され､本会が認めた春

②新規難詰数‥基薩科目からの受講者‥ 110名程度応用科目からの受講者:80名程度

6.受講申込

①申込方法:受講者の募窮ま､

人申込書(顔写真を1部員的･ 1

加盟郵率を通じて行う｡受講を希望する場創ま､

盟団体へ申込むカ艦圃僻こおいて受講閏酷薄確認の上
め､本会へ提出する｡

力艦固体の推薦を取り付け､所定の

)に必要弾難詰玖し医輌免許の写しを添対して､加

局 こより個人申込書を取りまと

②申込期間:カ艦囲鯛ゝら本会への提出期限平鹿萄年5月13日胴泌着

7.受講料
･基礎科目からの受講者49,000円(教材費含む)
･応用科目からの受講者28,000円(教材費含む)

※受講料は本会が送付する受講内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
あるいは受講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
(1)内定

①新規受講の採否の結果は､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
に受講希望者本人宛通知する｡受講内定者に対しては､内定通知および受講料納入の案内
を送付する｡

②受講内定者は､季語科を挿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
場合敵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講者として決定し､受講者番号を付した受講者

証､ハンドブック等必要書類を送付する｡
②受講者番号は､本講習会の全単位を修了するまで変更されない｡

※　受講韻期限:

①　受講者の受講孫糊隅ま､受講者となった年度を含め､基礎科目からの受講静ま6年間､応掲科目から
の受講静ま3年間とする｡

②　受講有効期限内に全ての講習を修了できない揚禽ま､再度薪艶露語讃蓋を必要とする｡ただし､本会
指導者育駐詳頓損金スポーツドクター部会似下｢ドクター蔀禽)で受講延長が認められた輸まこの
限りではない｡

※　受講取り消し:受講者としてふさわしくなし甫為があったと認められたときは､ドクター能会で審査し受講
が取り消される｡

9.講習の免除
①日相室節会認定礎康スポーツ医に認定された脊または日本整形外科学費認定スポーツ医学研陵会の総論Aを

修了した静ま､.掴さ堆認定証または､修了証を申込蔀こ添えて提出することぼり､講習会におけ
_　_-▲　: ●　○○　-書_○__〃oI_■　　一　　一

る基礎科目 25単位の受講を免除することができる｡

紫野間中に上記野路を取得または新陽会を修了し､本会へ証明する書
Or∴■○~  ●00  I     ~-   _  _

類の提出があった場余基礎科目免除抽象者として基礎科目修了証を鞘干し､一朗科目を受寵することができる｡
ただし､年霞途中に免除の申請のあった場創こは､応用科目の受講が可能となる｡

10.審査

①基礎科目､応用科目の全ての講習を修了した都こぼ本会より姿鶴謹押詰韓の案内を送付する(受講隆了
年度3月頃を予超｡修子静ま送目された資格審査申請罫こ必要革質を記入し推蘭郵奉を通じて本会-提出す
る｡

②提出された資緒審査申請書をスポーツドクター部会において､相当のスポーツ医学の臨端麗鮭有するかどうか
稜露語し審重韓謀を本欄こ通知する｡

③上講藷を璃閥躍起護二して認められた都こ潮嶋鈍重より登覿こ蹄する案内を送村する｡

ll.登録及び認定
①本会は､ l出動こより手続きを完了した者を｢公益財団法人日本輔弼毒会公認スポーツドクター｣として認定し､ 10

月1"日発効の｢認定証｣を交情する｡

②登鋤鍋ま4年間で紳調)円とする｡ただし､初亜強請蔀こぼ初期韻龍頭離陸して別膣3,孤)円が必要となる｡
③識こよる認定期間は4年間とし､資格を更新題詩する場釦ま､資格有効期限の半年前までに本会が定める新路

を受けなければならない｡

12.その他(注意事項等)

(I)基礎科目修了証明書について
基礎科目25鞄睦修了瞭蔀こは､基礎科目修了年度末に､基礎科目修了証明書を発行する｡

(2)未修了者の次年度以降の講習会受講について
前能吏までに全ての講習を修了しなかった未膠了者には､受講有効期限満了まで当該範蔓の受講案内を本

人宛遠目する｡受講辞聾静ま開催日程等確認のうえ､所定の申込書を本会へ提出する｡
(3)個人晴報の取扱いについて

本講習会繋覿こ探し取得した個人間軸ま､本会及び推蘭動転が､本講習会の受講管理に問する連絡(賓料の
送付等)およびスポーツドタダ｢関係畢業を実胞する閲こ利用し､これ以外の目的に個人情報を禾胴する際は､

〃: -.- "__ニ　ー_　-　-　■_　　　　∴　　　　　_　〃｣,　-　■"　　　▲:〟-　　　-　._

その旨明示し闇路ものとする｡

【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-I-1岸記念体育会館

TEL : 03~3481-2226 FAX : 03-3481-2284　g-Mail :型!?_重｡雪rdQ_C_tO_r軸panrSp=9rtS_.埋立
スポーツ振興くじ助成事業

フェアプレイで日本を元気に-あ丸め､あいさつ､ありがとう- 

目指せ100万人のフェアプレイ宣言!WERで好評受付中! 

http://ww.japan-spons.or血/紬/公益財団法人日本体育協会 



日本体育協会公認スポ｢ツドクター養成講習会カリキュラム
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平成25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　　　　　　　様

平成25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｡

請

【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25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>

雇先 :順位 �� �� ふりがな 仂駝��ikﾂ�推薦理由 

氏名 

1 �� ��

2 �� ��

3 �� ��

4 �� ��

5 �� ��

<応用科目からの受講希望者>

肩先 堰位 �� �� ふりがな 仂駝��ikﾂ�推薦理由 

氏名 

1 �� ��

2 �� ��

3 �� ��

4 �� ��

5 �� ��


