2021 年８月 27 日
アスレティックトレーナー
共通・専門科目修了生 各位
順

天

堂

大

学

さくらキャンパス事務部教務課

令和３年度公認アスレティックトレーナー
専門科目検定試験理論試験について
標記につきまして、公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）より案内がまいりました。
本学において必要科目を習得し、修了証明書を取得の上卒業された方で、本試験の受験を希望され
る場合は、本学を通して受験手続きをお申込みいただくこととなっております。
つきましては、受験を希望される皆様におかれましては、下記要領により必要な手続きをお取りく
ださいますようお願いいたします。
記
1. 試験期日・時程：2021 年 11 月６日（土）
時間
内容
～9:30
集合
9:30～10:00
試験説明
10:00～12:30
理論試験（基礎）
2. 会

場：全国６会場
都道府県
試験会場
北海道
北海道建設会館
宮城県
産業見本市会館 サンフェスタ
東京都
フォーラム８
愛知県
imy 会議室
大阪府
大和大学
福岡県
天神チクモクビル

時間
12:30～13:30
13:30～16:00

郵便番号
060-0004
984-8651
150-0043
461-0004
564-0082
810-0001

内容
休憩
理論試験（応用）

住所
北海道札幌市中央区北 4 条西 3-1
宮城県仙台市若林区卸町 2 丁目 15-2
東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル
愛知県名古屋市東区葵 3-7-14
大阪府吹田市片山町 2-5-1
福岡県福岡市中央区天神 3-10-27

3. 受験資格
免除適応コースとして承認されている学科・コースを卒業し、卒業時に共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及
びアスレティックトレーナー専門科目の修了証明書を取得するとともに、日本赤十字社の赤十字
救急法救急員の有効期限内の認定証を有する者（赤十字救急法基礎講習修了者認定証ではないの
で注意すること）
。
※「日本赤十字社救急法救急員認定証」の所持については、新型コロナウイルス感染症流行に伴う
特別措置として、理論試験出願時には確認を求められないこととなりました。但し、別途所定の
時期に提出をお願いすることとなります。詳細は「6.日本赤十字社救急法救急員資格所持確認に
ついて」をご確認ください。
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4. 受験申込
(1) 必要書類
① 理論試験受験願書（適応コース個人提出用）
（様式①）


楷書で丁寧に記入してください。



写真は後日配付する受験票に貼付するものと同じものを使用してください。



受験会場は必ず第 2 希望まで記入してください。

② 適応コース修了証明書（共通・専門）の写し
③ 受験票返送用切手 94 円分
④ 受験料振込明細票（コピー可）
⑤ 実技試験合格証（修了証）の写し（該当者のみ）
(2) 申込方法・申込先
以下の要領で順天堂大学さくらキャンパス教務課宛にメールをお送りください。
▼送信先メールアドレス：sc-kyomu@juntendo.ac.jp
▼メール件名「JSPO-AT 理論試験受験希望」
▼メール本文への記載事項
①氏名 ②卒業年度 ③携帯電話番号

手順１

順天堂大学さくらキャンパス教務課から理論試験受験願書をメール添付でお送り
しますので、出力・記入のうえ、その他必要書類と合わせて以下の要領でご郵送く
ださい。
▼送付先
〒270-1695
千葉県印西市平賀学園台 1-1 順天堂大学さくらキャンパス教務課
※市販の角形２号封筒をご使用のうえ、オモテ面に「AT 理論試験受験申込
書在中」と朱書きしてください。

手順２

▼送付期限
2021 年９月 16 日（木）必着
(3) 受験料：16,500 円（税込み）
① 振込期間
９月１日（水）～９月10日（金） 【この期間以外には振り込まないでください】
② 振込先
銀

行：千葉興業銀行 佐倉支店

口座番号：普通 2019951
口 座 名：順天堂大学 スポーツ健康科学部 学部長 吉村 雅文
 振込手数料が別途必要
 振込人氏名欄は、氏名の前に卒業年度を記入してください
【例】平成23年度卒の順大太郎さんの場合
「 23 ジュンダイ タロウ 」
5.

注意事項
・各会場の定員数に達した場合は、第 1 希望以外の会場となる可能性もあります。
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・受験者個人からの検定試験全般（試験結果も含む）に関する直接の質問・要望は、JSPO は対応不
可としておりますので、何らかのご質問等がある場合には、一旦教務課までご連絡ください。
・適応コース修了証明書を紛失された場合は、各自で JSPO へ再発行をご申請ください。再発行には
通常 1 週間以上要しますので、受験申込期限直前に申請された場合は、受験申込期限までに修了
証明書を受領できず、受験不能となる可能性がありますので、ご注意ください。
・受験に際しては、試験日前、当日、及び試験後に JSPO が実施する感染拡大防止対策への協力を求
められる場合があります。詳細については受験決定時に JSPO から案内がある予定です。
6.

日本赤十字社救急法救急員資格所持確認について
日本赤十字社救急法救急員資格の所持確認は、今後のアスレティックトレーナー専門科目検定試験
の受験状況に応じて、所定の時期に行なわれます。
また、新型コロナウイルス感染拡大により講習会の受講機会が限られていることから、日本赤十字
社救急法救急員以外の BLS（一次救命処置）資格で条件を満たすものを所持している場合には、それ
を提示することで受験が認められる場合があります。
所持確認の時期及び「条件を満たす BLS 資格」については、以下のとおりです。
（1） 所持確認の時期
試験受験状況
1

今年度理論試験不合格
今年度理論試験合格
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↓
今年度後期実技試験
未受験又は不合格

所持確認の時期

所持が求められる資格

次年度以降の理論試験受験時

日本赤十字社救急法救急員

今年度後期実技試験終了後
（※この時までに未取得の場
合は、取得次第申告）

は条件を満たす各種 BLS 資格

今年度理論試験合格
3

↓

日本赤十字社救急法救急員又

今年度後期実技試験終了後

今年度後期実技試験合格
（2） 条件を満たす BLS 資格
・対象となる講習の条件
① 最新の国際ガイドラインに準じた成人向けの CPR 及び AED の講習会であること。
② CPR 及び AED に関する実技の実習が含まれている講習であること。
③ CPR 及び AED に関する実技評価の結果により、有効期限や認定日が記載されている修了
証又は認定証を発行している講習会であること。
※有効期限が設定されていないものは対象になりません。
・対象となる講習会の主催団体・機関
1） 日本赤十字社
2） 日本救急蘇生普及協会
3） 国際救命救急協会
4） 日本ライフセービング協会
5） Medics First Aid（MFA）JAPAN
6） マスター・ワークス
7） 消防署・消防庁
8） 日本 ACLS 協会

9） 日本サッカー協会
10）American Academy of Orthopedic
Surgeons
11）American Heart Association
12）American Red Cross
13）American Safety and Health
Institute
14）Canadian Red Cross
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以上
順天堂大学さくらキャンパス事務部教務課
〒270-1695
千葉県印西市平賀学園台 1-1
TEL：0476(98)1001 内線 215
E-Mail:sc-kyomu@juntendo.ac.jp
※お問い合わせはメールにてお願いいたします
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