
平成 31 年度  一般社団法人  大分県スポーツ学会認定スポーツ救護講習会  第 10 期 

＜ 開 催 事 項 ＞                           

 

領域             スポーツに従事する職業 

1．目的 

        スポーツ全般の知識を修得し、スポーツにおける救護の専門家として適切な判断処置が 

        出来る実践能力を身に付けた人材を育成することを目的とする。 

2．主催 

一般社団法人 大分県スポーツ学会 

3．対象資格 

            スポーツ救護を学びたいもの（ 医療職・教育職・一般・大学生 ） 

．                4．募集人数 

       定員 80 名(座学・実技) 90 名募集 

5．受講費用 

          2 日間 15.000 円 ・ 学生 7,500 円 

1 日目の 6 月 22 日救急法は日本赤十字社による「赤十字基礎講習」となり 1.500 円の教材費 

（保険代）を含みます。受講者には「日本赤十字基礎講習受講証」が発行されます。 

      更に検定合格者には「日本赤十字基礎講習修了者」として「認定証」を日本赤十字社から交付され

ます。救命救急時に使用する Q マスクは簡易なものはテキストについています。 

既に基礎講習取得者においても、一律 15,000 円徴収いたします。 

           受講料 15.000 円（学生/7.500 円）に入会金（会費）として含まれています。 

《 なお、受講料内訳は下記のとおりです 》 

▽受講料     12.000 円（学生/5.500 円） 

学会費      2.000 円（学生/1.000 円） 

       認定証作成料   1.000 円    

 

6．開催期間 

      第 10 期 平成 31 年 6 月 22 日(土) ・ 平成 31 年 6 月 23 日(日) 

7．教育日程およびカリキュラム 

       別紙 

8．修了要件 

       ・ 全科目・全過程 履修 

・ 部分受講可能 

 9．認定証・修了証の発行 

・ 全科目・全過程受講者全員に「修了証」をスポーツ学会理事長名で交付する。 

・ さらに認定審査会の審査後、合格した看護職には学会認定のスポーツ救護ナース、 

一般者にはスポーツ救護員の「認定証」をスポーツ学会理事長名で交付する。 

・ 交付時には、大分県スポーツ学会会費 2.000 円を納付し学会会員となる。 

・ スポーツ現場への救護の派遣は、学会会員で「認定証」の取得者を優先とする。 

10．認定期間 

       認定期間は 4 年間とし、更新は所定の手続きにより実施される。 

11．会場 

       公立大学法人 大分県立看護科学大学（使用場所の詳細は別途お知らせします） 



平成 31 年度 一般社団法人 大分県スポーツ学会 

認定スポーツ救護 講習会 第 10 期 

月 日 曜日 時 間 内 容 講 師 

 

公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

10期 

6/22(土) 

9:00～ 受付 大分県スポーツ学会 事務局  

9:30～9:45 オリエンテーション 大分県スポーツ学会副事務局長            栗秋 良子 

9:50～10:00 開講式 ・スタッフ紹介 大分県スポーツ学会 理事長               稲垣 敦 

10:00～10:20 健康スポーツ学総論 大分県スポーツ学会 理事長               稲垣 敦 

10:30～11：40 スポーツ頭部外傷(10カ条の提言) 

(脳振盪、意識障害の診方と処置) 

スポーツ救護・小処置 

 

大分県スポーツ学会顧問   敬和会  統括院長  森 照明 

11:40～12:20 昼休み・認定用写真撮影  

12:20～12:30 <<会場  設営>> 

12:30～17:00 

講義・実技 

検定試験 

スポーツ救命救急 

＜日本赤十字基礎救講習＞ 

１次救急 BLS、AEDの取扱い 

 

日本赤十字社 指導員（4名） 

 

17:10～17:40 スポーツ歯科学   西別府病院        歯科部長      保科 早苗 

17:40～18:00 スポーツ薬学(アンチドーピング)  大分県薬剤師会ドーピング防止委員長      山田  雅也 

18:00～18:20 認定の諸説明                大分県スポーツ学会    事務局長     佐藤 浩二 

公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10期 

6/23(日) 

9:00～ 受付 大分県スポーツ学会 事務局    

9:30～10:30 

 

① スポーツ障害 

② スポーツ外傷 

大場整形外科            院長       大場 俊二 

 

10:30～10:45 <<会場  設営>> 

10:45～12:30 

講義・実技 

 

 

スポーツと運動器疾患（骨・関節外傷・ 

傷害、切創・挫傷・擦過傷） 

テーピングの方法（実技・予防） 

アイシングの方法 

大分県スポーツ学会理事 大場整形外科 理学療法士 

日本スポーツ協会公認アスレチックトレーナー   

（大分県スポーツ学会メディカルマネージャー事務局 ） 

牧 健一郎 

大場整形外科 理学療法士 大分県スポーツ学会事務局 

メディカルマネージャー事務局      中村 友  

12:30～13:10 昼休み・認定用写真撮影  

13:10～13:30 スポーツ栄養学 別府大学食物栄養学科教授(元ホークス管理栄養士) 平川史子 

13:30～14:00 小児救急概論(子ども外傷の診方) 大分厚生連鶴見病院      院長         鈴木  正義 

14:00～14:20 スポーツ耳鼻科 府内耳鼻科        院長      植山 茂宏 

14:20～14:50 スポーツと内科疾患（呼吸器・心疾患） 西別府病院     循環器内科部長     天田 浩司 

15:00～15:05 スポーツ熱中症           (解剖学) 大分医学技術専門学校      校長       島田 達生 

15:05～15:50 スポーツ熱中症      ( 総論 ) 大分県スポーツ学会顧問   敬和会  統括院長  森 照明 

15:50～16:00 閉講式（修了証 授与式） 大分県スポーツ学会 理事長            稲垣 敦 

16:00～17:00 

筆記 

スポーツ救護 認定試験・審査会 

実技試験合格者 

（認定希望者のみ実施） 

 

大分県スポーツ学会理事・役員  

    



 


