基調講演 ：加藤勝信先生（厚生労働大臣）
「国民の健康保持増進に期待する鍼灸治療
―統合医療の新たなる展望―（仮）」
教育講演 ：立花陽明先生（埼玉医科大学整形外科 教授）
「スポーツ外傷・障害の予防とその対策」
市民公開講座：山口 智先生（埼玉医科大学東洋医学科 講師）
「あなたの自然治癒力を高める鍼灸治療の科学
―自分でできるツボ健康法―」
シンポジウム１：「日本におけるスポーツ鍼灸の現状と課題」
宮本俊和先生（筑波大学東京オリパラ総合企画室） 金子泰久先生（呉竹学園東洋医学臨床研究所 所長補佐）
近藤 宏先生（筑波技術大学 講師） 加藤秀一先生（長野県立長野盲学校 教諭）
指定発言：溝口秀雪先生（花田学園 AT総括部長）

シンポジウム2：「スポーツ障害の臨床、最近の進歩 ―鍼灸治療に期待すること―」
肩関節 坂口勝信先生（埼玉医科大学整形外科 講師）
腰部

金岡恒治先生（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）

膝関節 山崎克彦先生（小川赤十字病院整形外科 部長）
足関節 荻内隆司先生（川口工業総合病院 副院長、整形外科 部長）

日 時：平成30年8月19日（日） 9:50～17:30
場 所：ラフォーレ清水園（埼玉県さいたま市）
参加費：日本鍼灸師会・後援・関連団体 会員、ぷらまいさんPlus（事前登録4000円/当日5000円）
一般鍼灸師・医師・メディカルスタッフ（事前登録5000円/当日8000円） 学生（事前登録/当日2000円）
懇親会費(事前登録6000円）
後援
埼玉県、さいたま市、埼玉県医師会、埼玉医科大学、呉竹医療専門学校、大川学園、埼玉県鍼灸マッサージ師会、埼玉県柔道整復師会、
埼玉県理学療法士会、日本東洋医学会・埼玉県部会、埼玉鍼灸学会、埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会
開催事務局：埼玉県鍼灸師会事務所
TEL:048-645-0416 FAX:048-648-2536
E-mail：saishinkai＠gold.ocn.ne.jp

運営事務局：埼玉医科大学 東洋医学科
TEL/FAX:049-276-2108
E-mail：toyoinfo@saitama-med.ac.jp

公益社団法人 日本鍼灸師会

第９回 臨床鍼灸スポーツフォーラム in 埼玉
テーマ：わが国におけるスポーツ鍼灸の現状と今後の展望
期 日 ： ２０１８年８月１９日（日）
会 場 ： ラフォーレ清水園 （〒３３０－０８４１ 埼玉県さいたま市大宮区東町２丁目２０４号）
参加費：日鍼会会員・後援・関連団体会員・ぷらまいさん Plus 事前登録 4,000 円/当日 5,000 円
一般鍼灸師・医師・メディカルスタッフ 事前登録 5,000 円/当日 8,000 円、
育成学生 事前登録・当日 1,000 円、一般学生 事前登録・当日 2,000 円、懇親会（事前登録のみ） 6,000 円
事前参加登録方法 URL：https://goo.gl/forms/bTvrtnTj9i34Ggzk2
FAX での登録も可（氏名、住所、TEL、上記参加区分を記載し、048-648-2536 まで）
※事前登録は、８月１０日（金）に延長されました。懇親会にも是非ご参加を。
[プログラム]（開会式 ９：５０～）
■シンポジウム１ １０：００～１１：５０
「日本におけるスポーツ鍼灸の現状と課題」
・スポーツ分野における鍼灸の学術的研究レビュー 筑波技術大学 講師 近藤 宏
事前参加登録 QR コード
・筑波大学におけるスポーツ選手に対する鍼治療(1984〜2018)
筑波大学 オリンピック・パラリンピック総合推進室 宮本 俊和
・ランナー・トライアスリートに対する鍼灸によるコンディショニングの実際
呉竹学園東洋医学臨床研究所 所長補佐 金子 泰久
・長野オリンピック・パラリンピックの活動 長野盲学校 教諭 加藤 秀一
・指定発言 東京オリンピック・パラリンピックに向けて 花田学園 AT 総括部長 溝口 秀雪
●休憩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■県民公開講座 １３：００～１３：５０
「あなたの自然治癒力を高める鍼灸治療の科学 ―自分でできるツボ健康法―」
実行委員長・埼玉医科大学 東洋医学科 講師 山口 智
■教育講演 １４：１０～１５：００
「スポーツ外傷・障害の予防とその対策」
埼玉医科大学 整形外科 教授 立花 陽明
■シンポジウム２ １５：１０～１６：５０
「スポーツ障害の臨床、最近の進歩 ―鍼灸治療に期待すること―」
・肩関節 埼玉医科大学 整形外科 講師 坂口 勝信
・腰部 早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 金岡 恒治
・膝関節 小川赤十字病院 整形外科 部長 山崎 克彦
・足関節 川口工業総合病院 副院長 整形外科部長 荻内 隆司
■基調講演 １７：００～１７：３０
「国民の健康保持増進に期待する鍼灸治療 ―統合医療の新たなる展望―（仮）」
厚生労働大臣 加藤 勝信
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●懇親会 １８：００～１９：３０ ラフォーレ清水園
[開催事務局]
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会事務所
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２-３-１
第２大矢部ビル２Ｆ東
ＴＥＬ：０４８-６４５-０４１６ ＦＡＸ：０４８-６４８-２５３６
E-mail：saishinkai＠gold.ocn.ne.jp

[運営事務局]
埼玉医科大学 東洋医学科
〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８
ＴＥＬ／ＦＡＸ：０４９-２７６-２１０８
E-mail：toyoinfo@saitama-med.ac.jp
菊池友和、堀部豪

【受講申込用紙】
公益社団法人日本鍼灸師会

第９回 臨床鍼灸スポーツフォーラム in 埼玉
テーマ：わが国におけるスポーツ鍼灸の現状と今後の展望

期 日 ： ２０１８年８月１９日（日）
会 場 ： ラフォーレ清水園 （〒３３０－０８４１ 埼玉県さいたま市大宮区東町２丁目２０４号）
参加費：日鍼会会員・後援・関連団体会員・ぷらまいさん Plus 事前登録 4,000 円/当日 5,000 円、
一般鍼灸師・医師・メディカルスタッフ 事前登録 5,000 円/当日 8,000 円、
育成学生 事前登録・当日 1,000 円、一般学生 事前登録・当日 2,000 円
懇親会費：（事前登録のみ） 6,000 円

□

日鍼会会員・後援・関連団体会員・ぷらまいさん Plus

該当に✓ﾁｪｯｸ

□

一般鍼灸師・医師・メディカルスタッフ

願います

□

育成学生 □ 一般学生

□ 懇親会（事前登録のみ） 6,000 円
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E－mail
学生の方、記入
学校名・学年

学年

FAX 事前登録 048-648-2536
[開催事務局]
公益社団法人 埼玉県鍼灸師会事務所
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２-３-１第２大矢部ビル２Ｆ東
ＴＥＬ：０４８-６４５-０４１６ＦＡＸ：０４８-６４８-２５３６
E-mail：saishinkai＠gold.ocn.ne.jp
事前参加登録 QR コード

