
 
主催：（公社）日本鍼灸師会  

共催：（公社）北海道鍼灸師会･（公社）東京都鍼灸師会･（一社）長野県針灸師会・（一社）岐阜県鍼灸師会・（一社）愛知県鍼灸専門師会・（一社）三重県鍼灸師会･（公社）大阪府鍼

灸師会・（一社）兵庫県鍼灸師会・（一社）高知県鍼灸師会 

平成26年度 第63期 学術講習会 講師・演題予定 
※会場と開催日時にご注意下さい 

 

開催日 会場・時間 演  題 講  師 演  題 講  師 

第746回 

4月13日 

愛知会場 

名古屋医健専門学校 

13:00～～16:10 

骨と筋肉」のはなし 

～「メタボ」より大切な「ロコモ」に 

ついて～ 

松葉 泰昌 （医師）  

 名古屋大学医学部地域総合ヘルス

ケアシステム開発寄付講座講師 

散ずる鍼を尋ねて 
（社）岐阜県鍼灸師会 

元会長 南谷 旺伯 

第747回 

4月13日 

大阪会場 

森ノ宮医療学園専門

学校 

13：30～16：45 

「日本型統合医療における医師との連携」

～医療連携ツールとしての鍼灸師の

ための電子カルテ～ 

（一社）統合医療支援センター 

代表理事 医師・薬剤師 

織田  聡 

 

「男性更年期における鍼灸治療」 
明治東医医学院専門学校 

専任教員 本城 久司 

第748回 

5月25日 

長野会場 

ホテル国際２１ 

13：00～16：15 

統合医療の基本理念 

―医師と鍼灸師の連携― 

 

（一社）統合医療支援センター 

代表理事 医師・薬剤師 

織田  聡 

灸は急に効く 

―家伝の灸も含め古来よりの灸法― 

（一社）長野県針灸師会 

顧問   池田 良一 

第749回 

6月8日 

高知会場 

高知共済会館 

12:30～17:00 
「いろいろな睡眠障害について」 

高知鏡川病院 睡眠医療センター

所長 川田誠一 
「特殊鍼法」 

西田順天堂内科 院長 

高知大学医学部東洋医学臨

床教授 

西田皓一 

第750回 

6月22日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16:15 
「女性骨盤底・下部尿路機能障害」 

三井記念病院産婦人科  

中田真木 
「過活動膀胱に対する鍼治療」 

明治国際医療大学鍼灸学部 

教授 北小路博史 

第751回 

6月29日 

兵庫会場 

中華会館 

東亜ホール 

10：30～14：30 

疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズー腰部―

「腰部の解剖学」 

神戸大学医学部 技術長 

薛 富義 

疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズー腰部― 

「日常の腰部治療 ～実技を中心に～」

西田順天堂内科 院長 

西田 皓一 

第752回 

7月6日 

兵庫会場 

兵庫県民会館 

パルテホール 

10：30～14：30 

疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズー腰部―

「危険な腰痛の鑑別と外科的処置」 

整形外科医師 

宮本 裕史 

疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズー腰部― 

「 腰部の抗重力療法」 

岡山県鍼灸師会 

内田 輝和 

第753回 

7月27日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16:15 

「胃癌の最新情報と鍼灸師の 

注意すべき事項」 

がん研有明病院消化器センター 

本多 通孝 
「緩和ケアと鍼灸治療」 

東海大学医学部付属大磯病院

鍼灸治療室 高士 将典 

第754回 

8月31日 

北海道会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16:00 

「鍼灸師にとって必要な狭心症・ 

心筋梗塞の知識」 

北海道循環器病院 

副院長 堀田 大介 

「混合診療解禁を見据えた、日本型統合医療

と鍼灸の戦略」 

「経絡治療の実際－実技を中心に」 

（一般）日本統合医療支援セ

ンター代表 織田 聡 

鍼灸師 馬場 道敬 



 

第755回 

9月28日 

北海道会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16:00 

「腰痛をキーワードにした婦人科疾患への

アプローチ」～腰痛＋αで、どういう産婦人

科疾患を疑うか！～ 

市立千歳市民病院 

婦人科 津村 典利 

「婦人科鍼灸の考え方」～大きく捉える、細や

かに考える、的確に実践する、妊娠を実現する

～ 

不妊鍼灸ネットワーク 

会長 中村 一徳 

第756回 

10月26日 

三重会場 

三重県鍼灸会館 

10:00～16:10 

「鍼灸臨床に併用される様々な選択枝～

折衷主義的統合医療の弊害～」 

（一社）統合医療支援センター 

代表理事 医師・薬剤師 

織田  聡 

「スポーツ鍼灸の実際～サッカーワールドカ

ップ帯同における鍼灸治療」 

東京メディカルスポーツ 

専門学校副校長 

妻木 充法 

第757回 

11月2日 

北海道会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16:00 
「脳疾患の診断と治療」 

札幌秀友会病院 

理事長 藤原 秀俊 
「神経疾患と鍼灸；臨床と研究の現状」

森ノ宮医療大学 

教授 山下 仁 

第758回 

11月2日 

大阪会場 

明治東洋医学院  

専門学校 

13：30～16：45 

「頸椎・上肢の痛みとしびれ」 

医療法人さくら会 さくら会病院

副院長 松村文典 

（大阪臨床整形外科医会推薦） 

「運動器系疾患の全体調整」 

～督脈の意義とその治療の実際～ 

日本伝統鍼灸学会学術部長 

蓬治療所院長 

戸ヶ崎 正男 

第759回 

11月23日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16:15 
「糖尿病とフットケア」 

東京都済生会中央病院  

富田益臣 

糖尿病に対する鍼灸治療－フットケアの立場

から－ 

東京大学医学部附属病院 リ

ハビリテーション部 

鍼灸部門主任 粕谷大智 先

生 

第760回 

12月14日 

岐阜会場 

ハートフル   

スクエアG 

13:00～16:05 

医療関連感染対策～地域連携と多職種連携に

よる成果～ 

岐阜大学医学部付属病院・副病院長、

他岐阜大学地域医療医学センター

センター長 ・ 教授(医博)  村上

啓雄  先生 

「地域医療連携におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと鍼灸」
(公社)日本鍼灸師会 

会長  仲野弥和  先生 

第761回 

1月25日 

岐阜会場 

岐阜県鍼師灸師  

ﾏｯｻｰｼﾞ師会館 

13:00～16:05 

「スポーツにおける内科系疾患の 

注意点とリスク管理」 

朝日大学名誉教授、岐阜県ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸ

ﾀｰ協議会会長 

渡辺内科クリニック院長(医博) 

渡辺郁雄 先生 

「内科系疾患の鍼灸治療とﾘｽｸ管理」 

鈴鹿医療科学大学鍼灸部鍼灸

学科 

教授(工学博士)  佐々木和

郎  先生 

第762回 

2月15日 

岐阜会場 

ハートフル   

スクエアG 

13:00～16:05 

整形外科分野の介護保険特定疾病とリスクマ

ネジメント 

朝日大学歯学部附属村上記念病院

副病院長・教授(医博) 日下義章先生

「介護状態の高齢者に関する 

鍼灸治療とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」 

(公社)大阪府鍼灸師会理事、

他 

吉村春生 先生 

第763回 

3月22日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16:15 
「慢性腎臓病と統合医療」 

埼玉医科大学腎臓内科 

教授 鈴木 洋通 
「慢性腎疾患と鍼灸治療」 

埼玉医科大学東洋医学 

センター 小俣 浩 

 [問合せ：（社）日本鍼灸師会学術講習会 稲垣 吉一（学術委員院長） TEL：011-662-9131] [講師の都合により変更する場合があります] 

【会費】 

 

 

 

 

 北海道会場 東京会場 長野会場 岐阜会場 愛知会場 三重会場 大阪会場 兵庫会場 高知会場 

会 員 2,500 円 3,000 円 2,500 円 3,000 円 1,000 円 2,000 円 1,000 円 3,000 円 無料

学 生 1,500 円 3,000 円 1,500 円 1,000 円 1,000 円 2,000 円 無料 3,000 円 無料

一 般 5,000 円 3,500 円 3,000 円 4,000 円 2,000 円 3,000 円 2,000 円 10,000 円 無料


