第 11 回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会 in 神奈川
第 15 回臨床学術大会・第 52 回日青全国集会
（公益社団法人日本鍼灸師会創立６５周年記念式典）

全国大会 in 神奈川

スケジュール

会 期：平成２７年１０月３１日（土）～１１月１日（日）
会 場：パシフィコ横浜会議センター
みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩３分

２日間

【１日目】2015 年 10 月 31 日（土）
メインホール
（１０００名）

２１１+２１２ 中会議室
（１３０名）

２１３ 小会議室
（６０名）

日鍼会６５周年記念式典・全国大会総合受付

０２４小会議室
（８０名）

１３：００～

１３：３０～１５：２０
６５周年記念式典・全国大会
（開会式～式典～会長講演～閉式）
13:30 13：40
14:10
15:10
１５：３０～１７：００（９０分）
基調講演
「スポーツと自律神経」

１５：３０～１７：００
（９０分）
日鍼会講座②
「２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピックに向
けて」

１９：００～２１：００ （１２０分）
懇親会（横浜港ディナークルーズ ・ マリーンルージュ号）

１５：３０～１７：００
（９０分）
日鍼会講座①
「災害医療における
鍼灸師の役割とは」

１５：３０～１７：００
（９０分）
山元式新頭鍼療法
（ＹＮＳＡ）

【２日目】2015 年 11 月 1 日（日）
メインホール

２１１ 小会議室

２１２ 小会議室
受付

９：００～１０：３０
（９０分）
青年委員会講座

２１３ 小会議室

２２１ 小会議室

８：３０～

９：００～１０：３０
（９０分）
これからの注目鍼灸 「不妊治療」

８：３０～１２：３０
（２４０分）
一般口演（１７題）

「ニキビに対する鍼灸美容」

１０：４０～１２：１０
（９０分）
経営講座
「業者から見た鍼灸院」

１０：４０～１２：００
（８０分）
日鍼会講座③
（法改正に向けて）

１１：１０～１２：００
（５０分）
障害者の理解

１２：００～１２：３０ （会場分割設営）
１２：２０ 開場
１３：００～１４：３０
（９０分）
県民公開講座
「活力の正体は自律神
経！？」

１２：３０～１５：００
（１５０分）
広報普及・ＩＴ部長
会議

１２：３０～１５：００ １２：３０～１５：００
（１５０分）
（１５０分）
保険部長会議
学術部長会議

１５：１０～１５：３０
閉会式

【２日目】2015 年 11 月 1 日（日） 第２会場

アネックスホール

Ｆ２０１会議室 スクール（９６名） シアター（１７６名）

Ｆ２０２会議室 スクール（９６名） シアター（１７６名）

９：００～１０：２０（８０分）
実技供覧① 経絡

９：００～１０：２０（８０分）
実技供覧② 美容鍼灸

１０：３０～１１：５０（８０分）
実技供覧③ 中医鍼灸の弁証論治

１０：３０～１１：５０（８０分）
実技供覧④ トリガーポイント

１２：００～１２：２０（２０分） 会場整備

１２：００～１２：２０（２０分） 会場整備

１２：３０～１５：００ （１５０分）
組織共済部長会議

１２：３０～１５：００ （１５０分）
青年部長会議

神奈川大会 プログラム内容
□基調講演 （１日目 15：30～17：00 メインホール）
演題：「スポーツと自律神経」

★印は日鍼会講座

□★一般口演 （2 日目 8：30～12：30

213）

全国より１7 題の症例報告を予定

講師：順天堂大学医学部教授
小林弘幸 先生

□★青年委員会講座 （2 日目 9：00～10：30 メインホール）

座長：埼玉医科大学東洋医学科講師

演題：「ニキビに対する鍼灸美容」

山口 智 先生

講師：関西医療大学大学院
保健医療学部 教授 王 財源 先生

□経営講座 （2 日目 10：40～12：10 メインホール）
シンポジウム：「業者から見た鍼灸院」

□鍼灸実技４供覧 （2 日目 9：00～11：50 第 2 会場）

～ここを変えればもっと成功する～

司会進行：未定

シンポジスト：日本理学療法器材工業会

「経絡治療」 （2 日目 9：00～10：20

座長：神奈川県鍼灸師会 会長

F201）

講師：経絡治療学会 会長

清水慎司 先生

岡田明三 先生

司会：株式会社スカイアジア教育部部長

「美容鍼灸」 （2 日目 9：00～10：20

川端香織 氏

F202）

講師：神奈川県鍼灸師会 会員
森谷恵子 先生

□★日鍼会講座① （１日目 15：30～17：00

213）

演題：「災害医療における鍼灸師の役割とは」
講師：国立病院機構災害医療センター
臨床研究部長・救命救急センター長
小井土雄一 先生
講師：福島県鍼灸師会 会長 中沢良平 先生
座長：日本鍼灸師会 業務執行理事

「中医鍼灸の弁証論治」 （2 日目 10：30～11：50 F201）
講師：東京中医鍼灸センター院長
浅川 要 先生
「トリガーポイント」 （2 日目 10：30～11：50

F202）

講師：明治国際医療大学 教授
伊藤和憲 先生

堀口正剛 先生
□「山元式新頭鍼療法」 （１日目 15：30～17：00
□★日鍼会講座② （１日目 15：30～17：00

21１）

演題：「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに

024）

講師：神奈川県鍼灸師会 会員
徐 大恒・徐 園子 先生

向けて」－我々鍼灸師ができること・
□これからの注目鍼灸「不妊治療」（2 日目 9：00～10：30 211）

なすべきこと－（仮称）
講師：公益財団法人日本オリンピック委員会

講師：神奈川県鍼灸師会 会員
小井土善彦・辻内敬子 先生

東京２０２０開催準備室 室長
中森康弘 氏

□障害者の理解 （2 日目 11：10～12：00
□★日鍼会講座③ （2 日目 10：40～12：00

21１）

演題：「法改正に向けて」

221）

講師：NPO 神奈川県障害者自立支援センター
副理事長・事務局長

鈴木治郎 氏

講師：日本鍼灸師会 会長 仲野弥和 先生
日本鍼灸師会 副会長 南 治成 先生
法改正対策準備室 室長
小川卓良 先生
座長：はり灸夢恵堂院長 津田昌樹 先生
日本鍼灸師会 業務執行理事

□県民公開講座 （2 日目 13：00～14：30

メインホール）

演題：「活力の正体は自律神経！？」
講師：北関東循環器病院院長
ドイツ・ボッフム大学永代教授 南 和友 先生座長：
日本鍼灸師会 会長 仲野弥和 先生

細田敬二 先生
□部長会議（2 日目 12：30～15：00 211,212,213,F201,F202）

