
 平成　21年12月14日（月）・15日（火）・16日（水）�

 会場　国立オリンピック記念青少年総合センター�
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主幹／�AMERICAN COLLEGE of SPORTS MEDICINE

主催／�社団法人 日本フィットネス協会（厚生労働省所管）�

協賛／�セノー株式会社�

あなたは更にステップアップを目指すパーソナルトレーナー?健康上のリスクを持つ人などもっと様々な種類

の顧客を対象に指導したいと思っていますか?そうであるならば、ＡＣＳＭ認定ヘルスフィットネススペシャリ

スト（以下ＡＣＳＭ／ＨＦＳ）の認定はあなたにぴったりです。�

�

ＡＣＳＭでも上級パーソナルトレーナー認定と認識されているＡＣＳＭ／ＨＦＳは、アメリカでは健康関連分野

の準学士または学士を取得していることが受験条件（日本の受験条件は別途記載）であり、特殊対象者

や疾病のコントロールが安定しており、医師から単独の運動を許可されている人々に指導する能力があると

されます。�

�

ヘルスフィットネスプロフェッショナルの認定を最初に実施し、これまでに世界44カ国で25,000人以上を

認定し、健康・フィットネスの分野また、臨床分野の資格認定で業界をリードしているＡＣＳＭ。他の資格

認定団体はＡＣＳMの運動指針（ガイドライン）を使っています。つまりＡＣＳＭの資格を取得するというこ

とは、ヘルス・フィットネス業界の基準（スタンダード）を決めている組織の認定を受けるということです。�

�

日本では、予防医学的な側面から運動処方に関わりをもった資格として、高い評価を得ており、日本の健

康・フィットネス業界に深い関係のあるものといえます。指導者の質の向上が業界のレベルアップに大きく

貢献することは周知の事実です。また、日本で唯一ワークショップを開くことが許可されていることも特筆す

べきことです。このチャンスを逃すことなくワークショップを受講しＨＦＳの資格取得を是非目指してください。�

�

ＡＣＳＭ認定ヘルスフィットネススペシャリストになりませんか?
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第23回 ACSM ヘルス/フィットネススペシャリスト 教習ワークショップ参加申込書�

４×３cm
の写真１枚を糊付け�

裏面に氏名を明記のこと�

写真なき場合無効�
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ACSM HEALTH／FITNESS & SPECIALIST WORKSHOP AT
NATIONAL OLYMPICS MEMORIAL YOUTH CENTER

郵送する前に記入漏れがないことをお確かめください。�
宿泊は会場の宿泊施設が利用できます。男女別で、相部屋になることもあ
ります。宿泊室は清掃・整頓をはじめすべてセルフサービスで、浴室も共同
利用となります。その他宿泊生活に関する規則が決められています。�
ご希望の方はJAFAまで事前にお申し込みください。定員になり次第締め切らせ

ていただきます。なお、会場に直接申し込みは出来ませんのでご注意ください。�
�
※予約は先着順となります。�
※食事は各自ご用意ください。なお、朝食、昼食、夕食は会場のカフェテリ
ア、レストラン、喫茶室、売店などが利用できます。�

円を　　　　月　　　日に振り込みます。�合計� ※企業名で振り込む際には事前にJAFAまでご連絡ください。�
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�

勤務先名（学校名）�

緊急連絡先（氏名・TELなど）� 最終学歴学校名、学部、専攻�

ふりがな�

現住所�

都道府県；市区町村；番地；マンション名など�

現住所（英文）�

address（住所）, city（市区町村）, state（都道府県）�

ふりがな�

氏名：英文（姓・名順）�氏名（漢字）�

生年月日（日；月；西暦年の順）�

19

勤務先郵便番号� 勤務先住所�

郵便番号� 自宅電話番号（左詰め）� 携帯電話番号�

内　　容� 期　　間� 金　額�

新規受講・受験（該当にチェック）�

教習ワークショップ�

教習ワークショップ�
及び受験バウチャー購入�

12月14日（月）・15日（火）・16日（水）�

12月14日（月）・15日（火）・16日（水）�

55,000円�

95,000円�

宿泊（該当にチェック）1泊食事なし代金2,300円。男女別となります。�

※宿泊は、部屋数にかぎりがあります。お申込順に受け承わります。ご了承ください。�

希望日に○をつける� 日　　程�

 12月 13日 （日） ￥2,300�

 12月 14日 （月） ￥2,300�

 12月 15日 （火） ￥2,300

金　額�

勤務先電話番号� メールアドレス（ある場合のみ）�

所有資格カテゴリ（該当にチェック・認定番号）�

□健康運動指導士（登録番号：� ）�

□ADI（登録番号：� ）�

□健康運動実践指導者（登録番号：　　　　　　　　　　　　　�）�

□その他（� ）�



受験・受講を希望される皆様へ�
ACSM/HFSは、安全で効果的な運動処方を作成することができ、個人の
運動プログラム、体力テスト、そして低～中程度のリスクを持った人や疾
病がコントロールされている人への健康教育を指導できます。�
ACSM/HFS認定の受験条件と推奨される能力は次のとおりです。ご自身
の知識、技術、能力がそれらを満たしているかを確認のうえ、チャレンジして
ください。�
受験条件�
現在有効な心肺蘇生法（CPR）の認定と次のいずれかに該当する事が必
要です。�
（1）健康に関連する分野の短期大学、大学、大学院（修士課程）の学位。�
（2）健康に関連する分野の短期大学の２年生または大学の３年生以上の者。�
（3）フィットネスに関連する分野の仕事で900時間以上の実務経験。�
推奨される受験能力�
１.「ACSM運動処方の指針（原著第7版）」で示されたACSMヘルスフ

ィットネススペシャリストとACSMグループエクササイズリーダーに求められ
るKSA（知識・技術・能力）の能力。�

２.健康・フィットネス分野に関連した仕事の経験。�
３.危険因子、健康状態の査定、フィットネス評価、そして運動処方にお

ける十分な知識と技術。�
４.個人の身体機能を向上させるための適切で新しい身体活動を紹介する

能力。�
５.個人の生活様式を改善するための効果的な教育またはカウンセリングを行う

能力。�
６.機能解剖学、運動生理学、栄養学、危険因子の確認、生活様式改

善方法、障害予防を含めた運動科学の知識。�

プログラム�
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受験方法について�
従来までは教習ワークショップ開催後翌日に資格認定テストを開催しておりまし
たが、JAFAで開催するのは教習ワークショップのみとなります。資格認定テスト
は、JAFAより受験バウチャーを購入後、各自でピアソンビュー社のホームページ
から受験申込をしてください。�
※受験方法については、受験バウチャーを購入された方に別途詳細をご案内
いたします。�

再受験について�
再受験が必要な受験者は、試験結果通知書（コンピューター画面）に再
受験バウチャー番号が記載されています。受験者は最初の試験から15日以
降に再受験をすることができます。約US＄150

石河　利寛　順天堂大学  名誉教授�
橋本　　勲　大妻女子大学  教授（FACSM）�
宮下　充正　東京大学  名誉教授（FACSM）�
鶴見　幸子　（社）日本フィットネス協会  理事長�

日本実施委員会�

鶴見　幸子　（社）日本フィットネス協会　理事長�
深代　泰子　フィットネスコーディネーター�

ワークショップ ディレクター�

ACSM/HFS登録について�
ACSM/HFSは、3年間有効です。更新の為にはCEC（継続教育）単位
を60単位取得することが必要です。また、更新手数料として別途US＄45
かかります。�

開催要項�
1. 対　　　象　フィットネスインストラクター、トレーナー及びそれに準じた�
 職業、学問に携わっている方�
2. 開　催　日 平成21年12月14日（月）・15日（火）・16日（水）�
3. 会　　　場 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター�
 〒151－0052  東京都渋谷区代々木神園町3-1�
 TEL：03－3467－7201（代表）�
  ホームページ　http://www.nyc.niye.go.jp/�
4. 定　　　員 80名（定員になり次第締め切らせて頂きます。）�
 最終締切 12月4日（金）�
5. 参　加　費 1.教習ワークショップ 55,000円�
 2.教習ワークショップ及び受験バウチャー購入 95,000円�
 ※いずれも１名につき。�
6. 教　　　材 日本体力医学会体力科学編集委員会、「ACSM運動処方�
 の指針、（原著第7版）」、南江堂�

※上記の図書は事前に購入し、教習ワークショップに向けて
準備をしてください。購入は書店を通じて注文してください。�

7. そ　の　他 持ち物…筆記用具、電卓、トレーニングウエア及びエクササ�
 イズシューズ、タオル�

教習ワークショップ申込方法�
１.電話で予約申込をしてください。�

10月13日（火）10：00～受付開始�
       0120-987-939（フリーダイヤル）�
※電話番号はお間違えのないようご注意ください。�

受付時間：月～金　10：00～16：30�
（※土、日、祝はお休み）�
受付締切：12月4日（金）�

２.電話予約後10日以内に参加申込書を郵送にてお送りください。�
パンフレットの「参加申込書」に必要事項を記入し、下記宛にご送付ください。�
〒113-0033　東京都文京区本郷２－８－３　天野ビル４F�

　　　　　　　（社）日本フィットネス協会　「ACSM 係」�
３.電話予約後10日以内に参加費をお振り込みください。�

※振込手数料はご負担ください。�
※企業名でお振り込みされる際は事前にご連絡ください。�
　参加費お振り込み後のキャンセルは致しかねますのでご注意ください。�
■振込先：三井住友銀行　神田支店　当座預金：No.262856�
■口座名：（社）日本フィットネス協会�

４.受講票が届きます。当日必ずご持参ください。�

�

教習ワークショップ�

期　日� 時　間� 内　容�

1日目　2009/12/14（月）� 受付�

オリエンテーション�

ACSM／HFSに求められるもの�

運動生理学�

昼休み�

行動心理�

測定実技　測定技法の知識と技術�

  8:45～  9:00�

  9:00～  9:20�

  9:30～10:30�

10:45～12:45�

12:45～13:45�

13:45～14:45�

15:00～18:20

2日目　2009/12/15（火）� 受付�

病態生理と危険因子�

昼休み�

運動前のスクリーニングと危険因子�

の確認と実習�

ヘルスフィットネスプログラミング概論�
（HF&SP.P）�

夕食�

測定実技　測定技法の知識と技術�

  9:15～  9:30�

  9:30～11:30�

11:30～12:30�

12:30～14:30�

�

14:45～16:45�

16:45～18:00�

18:00～19:50

3日目　2009/12/16（水）� 受付�

試験（CBT）の説明�

代謝計算①�

代謝計算②�

昼休み�

測定技法の確認�

プログラミング実習（ケーススタディ）�

プログラム管理�

�

  8:45～  9:00�

  9:00～  9:30�

  9:30～10:30�

10:45～11:45�

11:45～12:45�

12:45～14:15�

14:30～15:30�

15:45～16:45

講　師�
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陣

�

JAFA事務局�



ACSM/HFS 受験までのフローチャート�

筆記試験の出題範囲�
KSA能力領域�

比率�
（おおよその％）�

ACSM/HFS認定試験について�

◆認定試験について�

◆出題範囲�
・資格認定テストを受験するには、（社）日本フィットネス協会で受験バウ
チャーを購入してください（発行日より1年間有効）�

・各自でピアソンビュー社のホームページから受験の申込をしてください。 

●A D I、JAFA  AQUA、AFAA教育単位研修会として、（社）日本フィットネス協会より5.0単位（講義・実技の合計）が
認められています。�

運動処方（トレーニング）とプログラミング 31％�

運動生理学と関連運動科学 23％�

健康評価と体力運動負荷試験 12％�

栄養と体重管理  8％�

プログラム管理、品質保証、結果評価  8％�

安全性、傷害予防、緊急時の対応  7％�

病態生理学と危険因子  5％�

ヒトの行動  4％�

心電図と診断技法  1％�

医学および外科的管理  1％�

従来までは教習ワークショップ後に筆記試験と測定実技試験を行ってお
りましたが、2006年よりアメリカでコンピューターを駆使した、インターネ
ット上で受験する試験方法（CBT）に変更しました。それに伴い、
2008年より日本でもACSM/HFSの試験は、CBT方式となり、測定実
技試験はなくなりました。�

認定試験は、ピアソンビュー社公認テストセンターにおいてCBT方式で
提供されます。10の該当領域にまたがるKSA（知識、スキル及び能
力）に基づき、選択式の問題がおよそ125～150問出題されます。�
試験時間は3.5時間です。�

教習ワークショップを受講する�

Yes No

教習ワークショップの申込と同
時に資格認定テストを受験する
為の受験バウチャーを購入する�
※受験バウチャーは、発行日か
ら1年有効�

受験バウチャーがJAFAから郵送で届く�

各自ピアソンビュー社のホームページで受験の手続きを行う�

ピアソンビュー社のホームページを通じて予約した日時、会場にて
受験する�
受験会場へ行き、コンピューター画面上で受験をする�
※合否は試験終了後コンピューター画面に表示されます�

JAFAから資格認定テストを受
験する為の受験バウチャーを購
入する�
※受験バウチャーは、発行日か
ら1年有効�

●合格者には後日JAFAを経由してACSM本部から認定証が届きます�
�
●不合格者は、受験から15日以降に再受験できます�

会場のご案内�

ご案内図�

交通アクセス�


