
【OTA メンバーシップのご紹介（再々）】 

2017 年 10 月に、IOTA (International Orthopaedic Trauma Association) が日本（日本骨折治
療学会）を含む 10 カ国を創立メンバーとして設立され、日本からもすでに多くの先生が
OTA(Orthopaedic Trauma Association) international member に申込み会員となりました。
IOTA 加入国として日本骨折治療学会も国際的な学術活動をさらに活発にしていく必要性が高
まっており、今後の予定として 2020 年 12 月には第一回 IOTA meeting がオランダ・アムステ
ルダムで開催、さらには 2021 年 10 月の OTA meeting では日本が guest nation として招待され
る予定になっております。これらの国際活動に際しては多くの会員諸氏の本メンバーシップへ
の参加が不可欠であり、ぜひ OTA membership への加入をお願いしたく再々度周知させて頂く
次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

2020 年 1 月からのメンバーシップを 2019 年 11 月 15 日まで募集しております。 

→  https://ota.org/membership/join-ota 

  ならびに international メンバーのカテゴリーは下記参照 
 https://ota.org/membership/join-ota/international 

 
 IOTA 参加国ならびに OTA guest nation 予定国である JSFR 会員への特典として(2020 年、
2021 年入会分)は年会費 325 ドルが初年度免除などの特典付きです。OTA メンバーの特典とし
ては、 Journal of Orthopaedic Trauma オンライン購読、Rockwood & Green Fractures in 
Adults/Children の最新版オンライン購読、さらには各種教育用手術ビデオの閲覧など年会費に
比し破格の特典が付いてます（下記資料参照）。 
また今回の募集より international 会員の入会には、OTA のメンバーによる sponsor form は

不要となりました。書類はすべて英語で作成、記入下さい。 
 
入会された先生はよろしかったら OTA 自体への入会手続きのほかに JSFR 事務局にもご一報く
ださい（ jsfr@jsfr.jp ）。 
 
 
  

https://ota.org/membership/join-ota
https://ota.org/membership/join-ota/international
mailto:jsfr@jsfr.jp


 
OTA Member Benefits Include: 

• Subscription to the Journal of Orthopaedic Trauma (JOT) 
• OTA International (OTA’s new open access journal) 
• Complimentary live webinars, and access to recorded on-demand 

webinar library  
• Video Library  
• Deeply discounted registration for the OTA Annual Meeting & educational 

offerings 
• Eligibility to apply for OTA funded research grants 
• Leadership, volunteer, and faculty teaching opportunities 
• Free member account to access OTA Online Discussion Forum 
• Eligibility to apply or be nominated for the OTA AFA Distinguished 

Member Award 

 

OTA’s new premier educational online learning portal OTA Trauma Access 
Online includes the following resources: 

• Journal of Orthopaedic Trauma (JOT)  
• OTA International (OTA’s new open access journal) 
• Video Library  
• Rockwood & Green Fractures in Adults/Children  
• OTA Annual Meeting On-Demand (2016-2017 Annual Meeting recorded 

sessions) 
• Industry Channels showcasing educational and product information 
• Rockwood & Green Live (a “living” version of the Rockwood & Green 

textbook, updated online to include new and enhanced information since 
print)* 

• Rockwood & Green On-Call (a quick reference, bullet point resource 
based on Rockwood & Green Text)* 

• OTA Orthopaedic Trauma Textbook Series* 

          * coming soon 

https://ota.org/education/journals/jot
https://ota.org/education/journals/ota-international

