
 

主催：公益社団法人日本鍼灸師会 

 

平成平成平成平成24242424年度年度年度年度    第第第第66661111期期期期    学術講習会学術講習会学術講習会学術講習会    講師講師講師講師・・・・演題予定演題予定演題予定演題予定（（（（前期前期前期前期））））    

    
※※※※会場会場会場会場((((東京東京東京東京・・・・札幌札幌札幌札幌・・・・大阪大阪大阪大阪・・・・岐阜岐阜岐阜岐阜))))とととと開催日時開催日時開催日時開催日時にごにごにごにご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい 

開催日 会場・時間 演  題 講  師 演  題 講  師 

第718回 

4444月月月月8888日日日日    

大阪会場大阪会場大阪会場大阪会場 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45 

 プライマリ・ケア【共通】 

「急性期脳卒中の対応」 

 

 独立行政法人 国立病院機構  

京都医療センター  

脳神経外科 西川智文  

鍼灸治療編【共通】 

「腰下肢のトリガーポイント鍼治療」 

 明治国際医療大学    

  鍼灸学部准教授  

伊藤 和憲 

第719回 

5555月月月月22227777日日日日    

岐阜岐阜岐阜岐阜会場会場会場会場    

じゅうろくプラザ 

小会議室１ 

13：00～16：10 

鍼灸治療編【共通】 

「美容鍼灸」 

 

鈴鹿国際医療大学  

准教授 鈴木 聡  

プライマリ・ケア【共通】 

「老化のメカニズムとアンチエイジング」 

岐阜大学大学院医学系研究科 

 細胞情報学分野 

教授 中島 茂  

第720回 

6666月月月月22224444日日日日    

東京会場東京会場東京会場東京会場    

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 

プライマリ・ケア【共通】 

「免疫の最新事情」 

東海大学名誉教授 

元日本免疫学会会長 

  垣生 園子  

鍼灸治療編【共通】 

「患者の満足度を高めるにはどうしたらよいの

か－医道の日本誌業態アンケートで明らかにな

った事実を中心に－」 

東京衛生学園 

 臨床教育専攻科 

    講師 小川 卓良 

第721回 

7777月月月月22222222日日日日    

東京会場東京会場東京会場東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 

スポーツ医学【スポーツ専門】 

「東京マラソンにおける 

  メディカルスタッフについて」 

－東京マラソンの医療体制の中心概念－ 

東京マラソン財団理事 

 医療救護委員長 

         山澤文裕 

鍼灸治療編【共通】 

 「スポーツ選手のためのストレッチング」 

 －傷害予防とパフォーマンスの向上－ 

（社）長野県鍼灸師会 

井出 勇次 

第722回 

8888月月月月11119999日日日日    

北海道北海道北海道北海道会場会場会場会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16：00 

鍼灸治療編【共通】 

「脳神経系疾患と鍼灸治療」 

埼玉医科大学東洋医学センター 

 非常勤講師 

          小俣 浩 

プライマリ・ケア【共通】 

「私が成し得たこと！成し得なかったこと！」 

旭川赤十字病院 

 脳神経外科部長 

      上山 博康 

第723回 

9999月月月月30303030日日日日    

北海道北海道北海道北海道会場会場会場会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16：00 

プライマリ・ケア【共通】 

「泌尿器疾患について」（仮題） 

札幌市医師会副会 

医療法人康仁会中田泌尿器科病院 

   理事長・院長 中田 康信 

鍼灸治療編【共通】 

「透析医療における鍼灸治療について」 

筑波技術大学保健科学部附属

東西医学統合医療センター 

    准教授 櫻庭 陽 

[問合せ：（社）日本鍼灸師会学術講習会 三浦 洋（学術担当理事） TEL：090-6522-6877] [講師の都合により変更する場合があります] 

【会費】東京会場：会員・学生 3,000 円 一般 3,500 円  札幌会場：会員 2,500 円 学生 1,500 円 一般 4,500 円  大阪会場：会員 1,000 円 学生 無料 一般 2,000 円 

    岐阜会場：会員 3,000 円 一般 4,000 円 学生 2,000 円 



平成平成平成平成24242424年度年度年度年度    第第第第61616161期期期期    学術講習会学術講習会学術講習会学術講習会    講師講師講師講師・・・・演題予定演題予定演題予定演題予定（（（（後期後期後期後期））））    
    

※※※※会場会場会場会場((((東京東京東京東京・・・・札幌札幌札幌札幌・・・・大阪大阪大阪大阪・・・・岐阜岐阜岐阜岐阜))))とととと開催日時開催日時開催日時開催日時にごにごにごにご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい 

開催日 会場・時間 演  題 講  師 演  題 講  師 

第724回 

10101010月月月月28282828日日日日    

北海道北海道北海道北海道会場会場会場会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16：00 
整形外科疾患【共通】 

「膝疾患について」（仮題） 

 羊ヶ丘病院 

       副理事長 倉 秀治 

鍼灸治療編【共通】 

「膝疾患の症状別鍼灸治療」(仮題) 

（公社）日本鍼灸師会理事

学術委員長 三浦 洋 

第725回 

11111111月月月月18181818日日日日    

岐阜岐阜岐阜岐阜会場会場会場会場    

じゅうろくプラザ 

小会議室１ 

13：00～16：10 

鍼灸治療編【共通】 

「鍼灸治療が運動器とアライメントに

及ぼす影響」 

鈴鹿国際医療大学  

          准教授 本田達朗 

スポーツ医学【スポーツ専門】 

 「足底板の処方とダイナミックアライメント」 

 びわこ成蹊スポーツ大学 

  教授 (前副学長) 

(予定) 大久保 衞  

第726回 

12121212月月月月9999日日日日    

東京会場東京会場東京会場東京会場    

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 

プライマリ・ケア【共通】 

 「頭痛の分類とメカニズム」 

  ―鍼灸への期待― 

埼玉国際頭痛センター 

センター長 坂井文彦  

鍼灸治療編【共通】 

「片頭痛・緊張型頭痛に対する鍼灸治療」 

―鍼治療は高位中枢を介し脳血流を 

増加させる― 

埼玉医科大学 

 東洋医学診療科 

    講師 山口 智 

第727回 

1111月月月月13131313日日日日    

大阪大阪大阪大阪会場会場会場会場 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45 

プライマリ・ケア【共通】 

「漢方の風邪の診方治し方」」 

 

京都府立医大漢方外来  

 三谷ファミリークリニック 

       院長 三谷和男 

鍼灸治療編【共通】 

 「抗重力鍼療法」 

（社）岡山県鍼灸師会 

    会長 内田 輝和 

第728回 

2222月月月月11110000日日日日    

大阪大阪大阪大阪会場会場会場会場 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45 

プライマリ・ケア【共通】 

「個体レベルでの内科学： 

軽い異常から重篤疾患を見出すために」 

日生病院  

     名誉院長 佐藤文三 

鍼灸治療編【共通】 

「産婦人科の鍼灸治療」 

筑波技術大学 

 保健科学部  

   教授 形井 秀一 

第729回 

3333月月月月24242424日日日日    

東京会場東京会場東京会場東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 

整形外科疾患【共通】 

「腰痛ついて」（仮題） 

関東労災病院 

勤労者筋・骨格系疾患研究センター 

      センター長 松平 浩 

鍼灸治療編【共通】 

「透析医療における鍼灸治療について」 

筑波技術大学 

 保健科学部  

    教授 野口 栄太郎 

 [問合せ：（社）日本鍼灸師会学術講習会 三浦 洋（学術担当理事） TEL：090-6522-6877] [講師の都合により変更する場合があります] 

【会費】東京会場：会員・学生 3,000 円 一般 3,500 円  札幌会場：会員 2,500 円 学生 1,500 円 一般 4,500 円  大阪会場：会員 1,000 円 学生 無料 一般 2,000 円 

    岐阜会場：会員 3,000 円 一般 4,000 円 学生 2,000 円 

 

「脊柱管狭窄症に対する鍼治療」（仮題）


