
  

 

第３４期 鍼灸臨床研修会 （
各師会長推薦受講者

一般及び学生受講者） のご案内 
 

これであなたも一人前の臨床家になれる！ 
 

今年で第３４期を迎えた鍼灸臨床研修会（臨床研）を下記の日程で開催いたします。 

臨床研では、鍼灸師として基本とも言うべき日常臨床で多く扱う、「腰下肢」「頚上肢」「膝関節」

「肩関節」の各疾患について、受講した翌日からすぐに臨床の場で活かすことができるよう、指導員

が懇切丁寧に説明と実技指導を行います。また、その後のレポート作成により、確実にご自分のも

のとすることができます。 

なお、師会長推薦受講者につきましては、例年通り、本会より片道交通費の支援をいたしますの

で、本研修会の趣旨と目的をご理解の上、各師会より受講者のご推薦をお願い致します。 

 

■今年度から「複数の師会長推薦」も可とします。詳細は、各師会事務所にお送りしますご案内を

お読みください。  

■師会長推薦受講者以外に自己推薦受講者（師会長推薦ではない会員）、一般鍼灸師受講者（会

員外）、学生受講者も併せて募集します。 

一般鍼灸師受講者(会員外)、学生受講者はホームページから申込用紙をダウンロードしてい

ただき、ＦＡＸでの受講申込も可能ですので、奮ってご参加ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日  時  平成２６年９月１３日（土）・１４日(日)・1５日(月祝) ３日間 

会  場  ①東京会場 （日本鍼灸会館)  ②大阪会場 (森ノ宮医療学園専門学校) 

申込み締め切り 平成２６年７月３１日（木） 

 

■研修資格と履修基準 

（１）師会長推薦受講者 

１）日本鍼灸師会会員であること 

２）以下の履修基準と課題評価を満たすことを条件とする 

①第３４期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

②レポートを提出し、審査に合格すること 

  （２）自己推薦受講者（会員） 

１）日本鍼灸師会会員であること 

２）以下のことを条件とする 

①第３４期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

②レポートの提出 

  （３）一般鍼灸師受講者（会員外） 

    １） 鍼灸師の有資格者 

    ２） 以下のことを条件とする 

        ①第３４期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

  （４）学生受講者 

１） 鍼灸養成学校在学２年生、３年生および４年生 

２） 以下のことを条件とする 

①第３４期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

■各師会宛に実施要項、カリキュラム、都道府県師会長推薦書、自己推薦書、一般・学生参加申

込書、アクセスをお送りし、師会メールでもお知らせします。 

 

【お問い合わせ】 日鍼会研修委員会委員長 稲井一吉  ＴＥＬ：０２２－３９１－８２９７ 



  

 

 

(公財)東洋療法研修試験財団生涯研修認定講座 

(公社)日本鍼灸師会 第 34 期 鍼灸臨床研修会 

【実施要項】 

1. 日  時  平成 26年 9月 13日(土)・14日(日)・15日(月祝) 3日間 

  

2. 会  場  ①東京会場(日本鍼灸会館)  ②大阪会場(森ノ宮医療学園) 

 

3. 研修資格と履修基準 

（１）師会長推薦受講者 

1)日本鍼灸師会会員であること 

2)以下の履修基準と課題評価を満たすことを条件とする 

①第 34期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

②レポートを提出し、審査に合格すること 

※原則として各都道府県師会 1名としますが、希望者がある場合は複数名の推薦も

可能です。但し、予算の関係上 1師会 3名までとし、予定人数に達した時点で締

め切らせていただきます。 

  （２）自己推薦受講者（会員） 

1) 日本鍼灸師会会員であること 

2)以下のことを条件とする 

①第 34期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

②レポートの提出 

  （３）一般鍼灸師受講者（会員外） 

    1) 鍼灸師の資格を持つ者 

    2) 以下のことを条件とする 

      ①第 34期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

  （４）学生受講者 

    1) 鍼灸養成学校在学 2年生、3年生および 4年生 

2) 以下のことを条件とする 

① 第 34期臨床研修のカリキュラムをすべて受講すること 

 

4. 修了証及び合格証の発行 

（１）鍼灸臨床研修会修了証 

 (第 34期臨床研修のカリキュラムをすべて受講した全員) 

（２）(公財)東洋療法研修試験財団生涯研修修了証(履修基準を満たす者) 注 1)、注 2)、 

なお、(公財)東洋療法研修試験財団修了証交付者の財団ＨＰ掲載について、 

了承の場合は、「承諾書」の提出注３) 

注1) 修了証交付は 12月以降になります 

注2) 学生受講者は対象になりません 

注3) 「受講案内」に同封するので研修会当日、提出のこと 

 （３）合格証  会員でレポート審査に合格した者 



  

 

5. 交 通 費  

（１）師会長推薦者に対する片道の交通費（自宅から会場までの交通費）は本会から支

給します。 

   複数名の場合、二人目以上につきましては、一人につき 1 万円を上限に支給しま

す。片道が 1万円に満たない場合は、掛った金額分の支給をします。 

（２）自己推薦受講者（会員）、一般鍼灸師受講者（会員外）、学生受講者の交通費の支

給はありません。 

 

6. 全国大会一般口演の発表について 

レポート審査合格者を対象に、臨床研指導員から推薦させていただきます。 

 

7. 宿泊 予約と清算は各位でお願いします。 

 

8. 受講料 

（１）師会長推薦者(日本鍼灸師会会員)        ３０，０００円 

 （２）自己推薦者 (日本鍼灸師会会員)              ３５，０００円 

 （３）一般鍼灸師受講者（日本鍼灸師会会員外）   ５０，０００円 

 （４）学生受講者 (２,３,４年生対象)        ３５，０００円 

 

9. 受講申込み方法 

   別紙申込書により日鍼会事務局までＦＡＸまたはメール返信 

 

      

10. 受講料振込み方法等  

受講申し込みを受理した方へは、「受講案内」と「受講料の振込用紙」を送付致

しますので、期日までにお振込み下さい 

  

11. 実施要項  別添のとおり 

 

 

※ 推薦受講者通知期限：７月末日 必着でお願い致します 
 

 



  

 

（公社）日本鍼灸師会　第３４期　鍼灸臨床研修会

■日時：平成２６年９月1３日(土)・1４日(日)・1５日(月祝)
■東京会場：日本鍼灸会館
■大阪会場：森ノ宮医療学園

日付 会場 8:30 9:00 30 10:00 30 11:00 30 12:00 30 13:00 30 14:00 30 15:00 30 16:00 30 17:00 30 18:00 30

12:45
　～
13:00

腰下肢班指導員

13：00～14：00 14:15～16：30

「腰下肢痛の鍼灸臨床」 腰下肢痛
診察

臨床ディスカッション

13：00～14：00 14:15～16：30

閉
講
式

「頚上肢痛の鍼灸臨床」 頚上肢痛
ー病態・問診・診察ー 診察

臨床ディスカッション

臨床研頚上肢班指導員 頚上肢班指導員
9/1５
（月）
祝日

東京会場
(日本鍼灸会館)

9：00～12：00

12：00～13：00
休憩

大阪会場
(森ノ宮医療)

9：00～12：00

ー病態・問診・診察ー

臨床研腰下肢班指導員

診察 ー病態・問診・診察ー

臨床研膝班指導員 膝班指導員 臨床研肩班指導員

13：00～14：00 14：15～18：15

「膝関節痛の鍼灸臨床」 膝関節痛 「頚上肢痛の鍼灸臨床」

診察 ー病態・問診・診察ー

臨床研膝班指導員 膝班指導員 臨床研頚上肢班指導員

13：00～14：00 14：15～18：15

「膝関節痛の鍼灸臨床」 膝関節痛 「肩関節痛の鍼灸臨床」

9/1４
（日）

東京会場
(日本鍼灸会館)

9：00～12：00

12：00～13：00
休憩

ー病態・問診・診察ー

大阪会場
(森ノ宮医療)

9：00～12：00

ー病態・問診・診察ー

レポートの書き方 ー病態・問診・診察ー

臨床研肩班指導員

13：00～14：30 14：45～18：45

意義と目的 「肩関節痛の鍼灸臨床」

レポートの書き方 ー病態・問診・診察ー

臨床研腰下肢班指導員

13:00～14:30 14：45～18：45

意義と目的 「腰下肢痛の鍼灸臨床」

  (公財)東洋療法研修試験財団生涯研修認定講座

9/1３
（土）

東京会場
(日本鍼灸会館)

11:30

スタッフ集合

大阪会場
(森ノ宮医療)

11:30

スタッフ集合

開
講
式



  

 

 
 (公財)東洋療法研修試験財団生涯研修認定講座 

(公社)日本鍼灸師会 第 34 期 鍼灸臨床研修会 

 

【自己推薦受講：FAX 申込用紙】 

第 34 期 鍼灸臨床研修会 

自己推薦受講者（会員） 

 

所属県師会名  

受講会場 

どちらかの会場を○でお選び下さい 

 

  東京会場(日本鍼灸会館) ・ 大阪会場(森之宮医療学園) 

受 

 

 

講 

 

 

者 

ふりがな  生年月日 

 

平成 

昭和   年  月  日 
氏 名  

 

 

住 所 

 

 

 

電 話  ＦＡＸ  

E－mail 
研修会連絡に使用 

楷書で正確に記入 

 

 

免許証 

種 別 免許証番号 

は り  

きゅう  

日本鍼灸師会 

会員歴 
年 

日本鍼灸師会事務局宛 FAX 03－3985－6622 

－７月末までにご返信下さい－ 

 

〒          



  

 

(公財)東洋療法研修試験財団生涯研修認定講座 

(公社)日本鍼灸師会 第 34 期 鍼灸臨床研修会 

 

【一般受講：FAX 申込用紙】 

第 34 期 鍼灸臨床研修会 

 
どちらかを○でお選び下さい 

一般鍼灸師   ・   学生 
鍼灸養成学校在学(２,３,４年生対象) 

 

受講会場 

どちらかの会場を○でお選び下さい 

 

  東京会場(日本鍼灸会館) ・ 大阪会場(森之宮医療学園) 

受 

 

 

講 

 

 

者 

ふりがな  生年月日 

 

平成 

昭和  年  月  日 
氏 名  

 

 

住 所 

 

 

 

電 話  ＦＡＸ  

E－mail 
研修会連絡に使用 

楷書で正確に記入 

 

 

免許証 

種 別 免許証番号 

は り  

きゅう  

※ 学生の方記入 

 

学校名・学年 

 

 

 

学年 

日本鍼灸師会事務局宛 FAX 03－3985－6622 

－７月末までにご返信下さい－ 

 

〒          



  

 

 

 

(公財)東洋療法研修試験財団生涯研修認定講座 

(公社)日本鍼灸師会 第 34 期 鍼灸臨床研修会 

研修会場アクセス 

○東京会場 ⇒ 日本鍼灸会館 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-44-14 

                Tel：03-3985-6771 Fax：03-3985-6622  

・JR 大塚駅 下車 徒歩 4 分 

・東京メトロ 丸の内線 新大塚駅 下車 4 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪会場 ⇒ 森ノ宮医療学園 

〒537-0022 大阪市東成区中本 4-1-8 

TEL : (06)6976-6889 

FAX : (06)6973-313３ 

http://www.morinomiya.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 環状線・地下鉄鶴見緑地線 

「森ノ宮」駅下車徒歩 12 分  

地下鉄中央線・今里線 

「緑橋」駅下車（3 番出口）徒歩 5 分  


