
 
主催：公益社団法人日本鍼灸師会  

共催：公益社団法人北海道鍼灸師会・公益社団法人東京都鍼灸師会・一般社団法人愛知鍼灸専門師会・一般社団法人三重県鍼灸師会・一般社団法人岐阜県鍼灸師会・ 

公益社団法人大阪府鍼灸師会・一般社団法人兵庫県鍼灸師会 

 

平成25年度 第62期 学術講習会 講師・演題 
※会場(札幌・東京・愛知・三重・岐阜・大阪・兵庫)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 

730回 

4月14日 

愛知会場 

名古屋大学 

鶴友会館 

13：00～16：30 

「東洋医学の診察法・四診の方法と 

考え方について」 

本山クリニック・ふじわら内科 

院長 藤原 道明 
「良導絡治療の基礎と直流電気鍼の効果」 

（一社）愛知県鍼灸専門師 

学術部副部長 山田 隆文 

第731回 

5月12日 

大阪会場第 

 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45  

 

「加齢黄斑変性について」 

大阪府立 

急性期・総合医療センター眼科部長 

内堀 恭孝 

「視覚領域における鍼灸治療―眼（精）疲労

軽減や視力向上など―」 

明治国際医療大学 

講師 鶴 浩幸 

第732回 

6月23日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 

―東京国体2013ボランティア研修」― 

「スポーツ競技におけるメディカルスタ

ッフについて」 

公益社団法人 陸上競技連盟 理事 

医事委員長 山澤 文裕 

―東京国体2013ボランティア研修― 

「姿勢・重心・動き・心理からアプローチす

るスポーツ障害」－テニス種目のスポーツ障

害に対する鍼灸臨床－ 

（公社）日本鍼灸師会 

副会長 小松秀人 

第733回 

6月30日 

兵庫会場 

兵庫県民会館 
「疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズ・腹部」 

「腹部の解剖学」 

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・腹部」 

「過敏性腸症候群」 

岐阜大学大学院医学研科 

 非常勤講師 松本 淳 

第734回 

7月7日 

兵庫会場 

中華会舘 

13:30 ～16：10 

「疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズ・腹部」 

  「内視鏡の最前線」 

 芦屋三戸岡クリニック 

  院長 三戸岡英樹 

  

疼痛の鑑別と鍼灸治療シリーズ「腹部」 

「腹部の鍼灸治療」 

 森ノ宮医療大学 

  准教授 坂本 豊次 

第735回 

7月28日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：30～15：00 

―東京国体2013ボランティア研修― 

「バレーボール・テニスによるスポーツ障

害」 

全日本男子バレーボール 

チームドクター   林 光俊 

「東洋医学と西洋医学－どちらが本質治療

に近いのか」―東洋医学は決して非科学的で

はない胸張って診療するために― 

東京衛生学園 

 臨床教育専攻科 

    講師 小川 卓良 

第736回 

8月18日 

北海道会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16:00 

「大人のためのスキンケア めざせ スキンケア

の達人！」 

札幌皮膚病理診断科 

理事長・院長 木村 鉄宣 

「ダイナミックロト・セラピー（鍼灸）の考え方」 

～動的鍼灸臨床への脱皮～ 

ダイナミック鍼灸研究会 

    代表 溝口 哲哉 

    



 

第737回 

8月25日 

三重会場 

三重県鍼灸会館 

13：00 ～16：15 

 「痛み～そのメカニズムと最新対処法」 

 

愛知医科大学付属病院 

痛みセンター部長 

 牛田亨宏  

鍼灸治療編 

「慢性痛の鍼灸治療」 

明治国際医療大学 

臨床鍼灸学ユニット 

准教授 伊藤和憲 

第738回 

9月29日 

北海道会場 

札幌サンプラザ 

10:00～16:00 
「脊椎疾患の診断と治療法」 

羊ヶ丘病院 整形外科 

 脊椎外科部長   渡邊 吾一 

 

１．「末梢循環障害と鍼灸治療」 

２．「顔面部症状に対する鍼治療効果」 

 

埼玉医科大学東洋学科 

講師 

埼玉県師会学術部長  

 医学博士 小俣  浩 

第739回 

10月20日 

北海道会場 

かでる２・７ 

10:00～1600 
「スポーツ傷害～上肢疾患の診断と治療」 

羊ヶ丘病院 整形外科 

     今井 智仁 
「肩関節痛の鍼灸治療」 

（公社）日本鍼灸師会 

 臨床研総合指導員 

       浦山 久昌 

第740回 

12月8日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 
「肺がんと COPD（慢性閉塞性肺疾患）」 

（公社）ちば県民保険予防財団 

理事長 藤澤 武彦 

「COPD（慢性閉塞性肺疾患）における 

鍼灸治療について」 

福島県立医科大学会津医療セ

ンター 漢方医学講座 

       准教授 鈴木 雅雄 

第741回 

12月15日 

岐阜会場 

じゅうろくプラザ 

13：00～16：05 

「病院で行う鍼灸治療」 (実技含む)                   

-多科から紹介される患者への鍼灸治療- 

岐阜大学大学院医学系研究科 

循環・呼吸病態学 

岐阜大学医学部附属病院 

第二内科 非常勤講師 松本 淳 

「先端医療と統合医療の共存」 

岐阜大学大学院医学系研究科

循環器内科 

東洋医学(循環病態学) 

教授 湊口 信也 

第742回 

1月12日 

大阪会場 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45 

「慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）について」 

国立病院機構 

近畿中央胸部疾患センター院長 

林 清二 

「心身全体の部分症状としての 

肩こりに対する鍼灸治療」 

明治国際医療大学 

教授 矢野 忠 

第743回 

2月9日 

大阪会場 

森ノ宮医療学園 

専門学校 

13：30～16：45 

「心身症について」 
なかがわ中之島クリニック院長 

中川 晶 
「善玉ストレス・悪玉ストレスと鍼灸治療」 

明治国際医療大学 

教授 矢野 忠 

第744回 

2月23日 

岐阜会場 

じゅうろくプラザ 

13：00～16：05 

「鍼灸治療で改善できる高齢者の 

運動器疾患」 

－姿勢・重心・動き・心理の分析から 

考察する－ 

（公社）日本鍼灸師会 

副会長 小松秀人 

「老化に伴う整形外科疾患」 

－鑑別疾患と注意点－ 

岐阜大学大学院医学系研究科

整形外科分野 

教授 清水克時 

第745回 

3月23日 

東京会場 

日本鍼灸会館 

13：00～16：15 
「最新のリウマチ・膠原病診療」 

埼玉医科大学リウマチ膠原病科 

教授  三村 俊英 

 

「鍼灸と免疫」 

帝京平成大学 大学院健康

科学研究科 ヒューマンケア

学部 はり灸学科      

 教授   久島 達也 

 [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：03-3985-6771] [講師の都合により変更する場合があります] 

【会費】札幌会場：会員 2,500円 学生 1,500円 一般 5,000 円  東京会場：会員・学生 3,000 円 一般 3,500 円     愛知会場：会員・学生 1,000円 一般 2,000円 

三重会場：会員 2,000 円 学生 2,000円 一般 3,000円  岐阜会場：会員 3,500 円 一般 4,000円 学生 2,000 円 

大阪会場：会員 1,000 円 学生 無料 一般 2,000 円    兵庫会場：会員・学生 3,000 円 一般 10,000円 


