
社団法人日本鍼灸師会
全国大会（東京大会）第５回社団法人日本鍼灸師会全国大会（東京大会）

（第９回臨床学術大会・第46回日青全国集会）　（第９回臨床学術大会・第46回日青全国集会）　

第５回

「鍼灸「鍼灸だからから治せるせる」
－21世紀の医療と鍼灸師－

後 援：厚生労働省、東京都、東京都千代田区、（社）日本医師会、（社）東京都医師会、（財）東洋療法研修試験財団、
（社）全日本鍼灸学会、（社）東洋療法学校協会

協 賛：（株）医道の日本社、セイリン（株）　　　　　　　協 力：日本理学療法器材工業会

主 催：（社）日本鍼灸師会　　担 当：（社）東京都鍼灸師会、（社）日本鍼灸師会関東ブロック会

ホテルメトロポリタンエドモント（2F・3F）

●懇 親 会●
　日　時：10月11日（日）18時30分～20時
　場　所：ホテルメトロポリタンエドモント2F「悠　久」
　会　費：8,000円

＜事前受付＞
会員：10,000円、一般：15,000円、専任教員：10,000円
学生：5,000円、学生団体割引（25名以上）3,000円
＜当日受付＞
会員：12,000円、一般：18,000円、専任教員：12,000円
学生：6,000円

会 

期
会 

場
平成21年10月11日（日）・12日（月・祝）
第一日日　午後12時00分　～　午後6時30分
第二日目　午前 9時00分　～　午後3時45分

参
加
費

住所：〒102-8130　東京都千代田区飯田橋3丁目10番8号
電話：03－3237－1111（代）
http://www.edmont.co.jp/index.html
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ワークショップ

公立大学法人 福島県立医科大学　理事長兼学長　菊地　臣一
「腰痛の病態と治療」　－新しい概念と戦略－

順天堂大学大学院医学研究科　加齢制御医学講座
教授　白澤　卓二 氏

「健康で若く生き生きと」　－健康で若さを保つ秘訣教えます－
東京女子医科大学付属青山女性・自然医療研究所 自然医療部門 准教授　川嶋　 朗
「21世紀の医療と統合医療」　－統合医療を担う鍼灸師を考える－

ゲスト　倍賞 千恵子 氏

東京医療専門学校 教員養成科　講師
コウ鍼灸治療院　院長

「美容鍼」

「鍼灸師法」
鍼灸医療推進研究会

座　長　　鍼灸医療推進研究会　運営委員　坂本　歩 
　　　　　鍼灸医療推進研究会　総務担当　小松　秀人
演　者

「国民のための鍼灸医療推進を目指す」　－2007～ 2008経過報告と将来的ビジョン－

鍼灸医療推進研究会　研修作業部会 部会長　　小川　卓良
鍼灸医療推進研究会　研究作業部会 部会長　　川喜田健司
鍼灸医療推進研究会　普及啓発作業部会 委員　大口　俊徳

座　長　　日本鍼灸師会　リスクマネジメント委員長　　　稲田　稔 
演　者　　日本鍼灸師会　リスクマネジメント委員　　　　池田　教克
　　　　　セイリン株式会社　常務取締役商品開発部長　　神田　善昭
　　　　　株式会社カナケン　取締役総務部長兼企画室長　齋藤　健司

座　長　　日本鍼灸師会学術局　学術部長 三浦　洋 
演　者　　医療ジャーナリスト 岡田　明彦
　　　　　明治国際医療大学臨床鍼灸医学Ⅱ教室　講師 越智　秀樹
　　　　　東京衛生学園 臨床教育専攻科　講師 小川　卓良

座　長　　　東京都鍼灸師会　青年部会長　安部　達彦
演　者　　　福井県鍼灸師会　　普及部長　佐竹　琴音
　　　　　　東京都鍼灸師会　　青年部会　儀間　達哉

「－鍼灸師・鍼製造・機器メーカーの取り組みについて－」 

「今、提案できる鍼灸医療」　－受療ケースの提示－

「鍼灸師の成功像」
－あなたの目指すものは何ですか？－

鍼灸臨床症例報告（20題を予定）

「患者を増やす鍼灸院の経営」
鍼灸学生に贈る言葉

「頚・上肢痛」
日本鍼灸師会鍼灸臨床研修会　頚・上肢痛班

「スポーツ障害と鍼灸治療」
日本鍼灸師会学術局スポーツ鍼灸委員会　委員

「国際学会に参加して、見て、聞いて、感じたこと」
座長　日本鍼灸師会学術局　国際部長　　稲田　稔 
演者　日本鍼灸師会学術局　国際副部長　高澤　直美

国際部活動報告第二次日本経穴委員会報告第二次日本経穴委員会報告 「ツボから世界が見える」－日本鍼灸を如何に展望するか－
座長　第二次日本経穴委員会　作業部会委員　河原　保裕 
演者　第二次日本経穴委員会　委員長　　　　形井　秀一

「鍼灸師の介護保険」 －地域支援事業への参入－
座長　日本鍼灸師会保険局　　　　保険局長 大口　俊徳
　　　日本鍼灸師会保険局　　介護保険部長 髙田　常雄 
演者　日本鍼灸師会保険局　介護保険副部長 松浦　正人
　　　　　　　　　　  岐阜県鍼灸師会 会長 小椋　賢二
　　　　　　　　　　　　　埼玉県鍼灸師会 山崎　貴充

座長　日本鍼灸師会広報局　普及部長　三木　完二
　　　「鍼灸院の実態と分析」 
演者　日本鍼灸師会　　　　　副会長　仲野　弥和
　　　「人を雇える鍼灸院になる」 －臨床と保険ー
　　　日本鍼灸師会広報局　広報局長　長谷川栄一

座長　埼玉医科大学東洋医学科 小俣　浩
演者　埼玉医科大学東洋医学科 主任 山口　智

堀口　三恵子

※予告なくプログラムを変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
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シングルJR総武線・山手線にて
約１0分

東京駅
徒歩5分

八重洲富士屋ホテル

シングル
JR総武線にて約１１分新宿駅

徒歩14分新宿ニューシティホテル

シングルJR総武線にて約１１分新宿駅
徒歩８分

新宿ワシントンホテル

東京ドームホテル

水道橋グランドホテル

ホテルメトロポリタンエドモント

ホテル名番号

シングルJR総武線にて約１分
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徒歩５分
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シングル飯田橋駅
徒歩５分
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（日）
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部屋
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ホテルの最寄駅より
大会会場（飯田橋駅）までの

アクセス時間

ホテルの
最寄り駅
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2

3

4
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■宿泊のご案内
宿泊ホテルについて（1名様料金／1泊朝食･税金･サービス料込）
●宿泊設定日：平成21年10月 11日 ( 日 ) ～ 10月 12日 ( 月・祝 )　2泊
●ご予約はお申込み順とさせて頂きます。
●ご希望のホテルが満室の場合、他のホテルをご案内申し上げることもございますのでご了承下さい。
●ツイン料金は2名様で1室ご利用の際のお一人様分の料金です。

■事前参加登録・懇親会登録および宿泊申込みについて
●参加のお申込みには、事前参加登録 と、当日参加登録 があります。

受付期間：２００９年６月１日（月）～９月２５日（金）

お申込み方法

ＦＡＸまたは郵送

各種（予約）確認書兼明細書

日鍼会・東鍼会HPよりエントリーシステムでお申込み
申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまた
は郵送でお申込み下さい。JTBにてエント
リーシステムへの代理入力を承ります。
（別途手数料がかかります。300円／１人・
参加・懇親会登録および宿泊申込時）

社団法人　日本鍼灸師会
http://www.harikyu.or.jp/

社団法人　東京都鍼灸師会
http://www.harikyu-tokyo.or.jp/ecsv/front/bin/home.phtml

代金のお支払い

お手元に送付 ※FAXまたは郵送でお申込みの場合、通信事務手数料としてお
一人様500円を申し受けます。
※参加費・懇親会費につきましては、お取消の場合もご返金し
かねますのでご了承下さい。
※学生団体割引（25名様以上）にて、お申込み頂く場合は、
FAXまたは郵送にてお願い致します。

※事前参加登録・宿泊申込みをされた方
事前参加登録費・懇親会費・宿泊代金をご入金頂きましたのち、事前に登録確認書（予約確認書）（エントリー
システムご利用の方はメール）を郵送（および送信）致します。ご入金後、大会1 週間前までに登録確認書（予
約確認書）が届かない場合はＪＴＢへお問い合わせ下さい。
大会当日、各種受付（大会および宿泊）にて登録確認書（予約確認書）を御提示下さい。大会受付では、名札
をお渡し致します。
※事前参加登録締め切りは9月25日 （当日消印有効）です。以後は当日登録扱いとなります。 
※振込手数料はお申込者のご負担とさせて頂きます。

日鍼会・東鍼会ホームページ
エントリーシステムから
お申込みできます！！

日鍼会・東鍼会ホームページ
エントリーシステムから
お申込みできます！！

申込締切日：平成２１年９月２５日（金）

注 

意 

事 

項

※お早めにお申込みをお願いします。
※期日までにお振込みが確認できない場合は、「当日登録
扱い」となります。振込締切日：平成２１年１０月２日（金）



8:30 ‒ 9:00 

9:00 ‒ 11:50 

11:50 ‒ 12:30 

12:30 ‒ 13:30 

13:45 ‒ 15:15 

15:30 ‒ 15:45 

11:00 ‒ 12:00 
12:00 ‒ 12:20 

受け付け

受け付け

大会テーマ：「鍼灸だから治せる」－21世紀の医療と鍼灸師ー（悠久）

特別講演「腰痛の病体と治療」（悠久）

鍼灸トピックス 保険局講座 一般口演
（一症例報告）
学術局臨床研

シンポジウムⅠ「鍼灸師法」（悠久）

開会式 

悠 久 春 琴 千 鳥 万 里

悠 久 春 琴 千 鳥 万 里

12:30 ‒ 13:30 12:30 ‒ 13:30 

懇　親　会（悠　久）18:30 ‒ 20:00 

13:40 ‒ 15:10 13:40 ‒ 15:10 

教育講演「統合医療」（悠久）12:30 ‒ 13:30 

都民公開講座（悠久）

閉会式（悠久）

13:45 ‒ 15:15 

15:30 ‒ 15:45 

15:20 ‒ 16:20 15:20 ‒ 16:20 

シンポジウムⅢ
「リスクマネジメント」

9:00 ‒ 10:30
青年部

「経営講座」

昼　食

9:00 ‒ 10:30

学術局
「ワークショップ」

10:40 ‒ 11:50
組織局・広報局講座
「学生公開講座」

10:40 ‒ 11:50

15:20 ‒ 18:10 

一般口演
（一症例報告）
学術局臨床研

9:00 ‒ 11:50 
専門領域研修
「スポーツ鍼灸」

学術局
スポーツ鍼灸委員会

国際部活動報告
学術局国際部

第二次日本経穴
委員会報告

9:00 ‒ 11:50 

臨床研講座
「頚・上肢痛」
学術局臨床研

15:20 ‒ 18:20 
15:20 ‒ 16:50 

青年部教育講演
「美容鍼」

16:30 ‒ 18:00 

シンポジウムⅡ
「鍼灸医療推進」

17:00 ‒ 18:30 

16:30 ‒ 18:30 

18:30 ‒ 20:00 

悠　久 開閉会式・特別・教育・シンポジウム・現代・都民公開
シンポジウム・青年部・保険局・学生公開（組織局・広報局）
一般口演
専門領域・臨床研・国際

万　里
春　琴
千　鳥

展示会場波光・薫風

■第5回 日鍼会全国大会スケジュール
第5回日鍼会全国大会タイムスケジュール

2009年10月11日（日）1日目

2009年10月12日（月・祝） 2日目

展
示
会
の
会
場

波
光
・
薫
風

展
示
会
の
会
場

波
光
・
薫
風

■会場までの地図

●アクセス●
◆ＪＲ飯田橋駅東口より徒歩約５分
◆ＪＲ水道橋駅西口より徒歩約５分
◆地下鉄有楽町線・南北線 飯田橋駅
　A-2 出口より徒歩約５分
◆地下鉄東西線 飯田橋駅
　A-5 出口より徒歩約２分
◆地下鉄大江戸線　飯田橋出口より
　徒歩約7分

■お申込みの変更・取消について
●変更･取消は弊社までＦＡＸ：048-649-0746 にてご連絡下さい。お電話はご遠慮下さい。
●取消の場合の返金は、大会終了後とさせて頂きます。（目安：約１ケ月後）
　※その際、返金に伴う手数料はお客様負担となりますのであらかじめご了承下さい。

■取消料について

■お申込み・お問い合わせ

１. 宿泊日の６日目にあたる日以降の解除

２. 宿泊日の５日目にあたる日以降の解除
　（３～５を除く） 

３. 宿泊日の３日目にあたる日以降の解除
　（４～５を除く） 
４. 宿泊日の当日の解除（５を除く） 
５. 旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無料
取消人員１４名以下の場合無料
取消人員１５名以上の場合宿泊代金
（１泊につき）の２０％

宿泊代金（1泊につき）の２０％

宿泊代金（1泊につき）の５０％
宿泊代金（1泊につき）の１００％

契約の解除の日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

（株）ＪＴＢ首都圏法人営業埼玉支店（担当：砂生（さそう）・細川）
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-75
大宮フコク生命ビル7階　〒330-0845
TEL：048-644-5313　　FAX：048-649-0746
E-mail:dansaitama_ec@jtb.jp
（営業時間9:30～17:30／土・日・祝日休業）



【FAX番号】

048-649-0746

電話番号

氏　名

鍼灸太郎 40
1
2

男シンキュウタロウ
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例
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ホテル番号
第1
希望
第2
希望

部屋タイプ

シングル

会　員　　・　　専任教員　　・　　一　般　　・　　学　生　　・　　学生団体

参　加　　　　　・　　　　　不参加

ツイン

参 加 登 録

懇親会（10／11）

第1
希望
第2
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シングル

会　員　　・　　専任教員　　・　　一　般　　・　　学　生　　・　　学生団体

参　加　　　　　・　　　　　不参加

ツイン

参 加 登 録

懇親会（10／11）

第1
希望
第2
希望

シングル

会　員　　・　　専任教員　　・　　一　般　　・　　学　生　　・　　学生団体

参　加　　　　　・　　　　　不参加

ツイン

参 加 登 録

懇親会（10／11）

第1
希望
第2
希望

シングル

会　員　　・　　専任教員　　・　　一　般　　・　　学　生　　・　　学生団体

参　加　　　　　・　　　　　不参加

ツイン

10／11 10／12
宿　　　泊 ツイン利用時の

同室者名
年
齢

性
別

フリガナ

FAX 携　帯

お支払い方法

関係書類
送 付 先

□自　宅 〒

フリガナ

□勤務先

□銀行振込

申込代表者名 勤務先名

※ご希望の内容に ○ をして下さい。

※人員が3 名を超える場合および、学生団体様は、この申込書をコピーしてご利用下さい。
※当社が、本申込書をＦＡＸ、郵送にて受領後10日以内にお客様へ登録確認書（予約確認書）兼明細書をお送り致します。
10日を過ぎてもご連絡が無い場合は、送信エラー等の可能性がありますので当社へご連絡下さい。
＜個人情報について＞ご記入頂いたお客様の個人情報は、お客様との連絡・登録手続き各種手配に必要な範囲内で、宿泊機関等および手配代

行者への提供に利用させて頂きます。

【お申込み・お問い合わせ】 
（株）ＪＴＢ首都圏法人営業埼玉支店（担当：砂生（さそう）･細川） 
〒330-0845　さいたま市大宮区仲町2-75　大宮フコク生命ビル7階 

（営業時間 9:30～17:30／土･日･祝日休業）TEL : 048-644-5313

第５回（社）日本鍼灸師会 全国大会
（第9回臨床学術大会・第46回日青全国集会）

事前参加登録 兼 宿泊申込書

※原則、銀行振込となります。クレジットカードでのご入金をご希望の方は、請求書到着後、
お手数ですがJTB首都圏法人営業埼玉支店までご連絡頂きカードNo.をお知らせ下さい。
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