関係各位
実施主体

公益社団法人京都府鍼灸師会
会長 井上 慶山

平成 28 年度 公益財団法人東洋療法研修試験財団主管
「生涯研修会」のお知らせ
標記研修会も今年度で 8 年目を迎えます。関係各位におかれましては多大なるご理解と
ご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。
さて、本会ならびに研修試験財団も公益法人として、本研修会を通し広く社会に還元で
きることを目的としており、また会員のみならず会員外鍼灸師、東洋医学を学ぶ学生にも
開かれた研修の場としております。つきましては昨年度同様、会員外鍼灸師におきまして
も研修試験財団の方へ申請登録を行い、また学生におきましても公益社団法人京都府鍼灸
師会会長の修了証を発行いたします。
下記の内容で開催いたしますので、どうぞお誘い合わせのうえお申込み下さい。
記

多様性のある鍼灸医学

【テーマ】

様々な領域に対応できる鍼灸医学、その一端として今回は、痛み、冷え性などをテーマ
に、明日から使える知識・技術を身につけることを目的とする。

○主

催：公益社団法人

京都府鍼灸師会

○期

日：平成 28 年 7 月 10 日(日)、9 月 18 日(日)、10 月 16 日(日)
11 月 27 日（日）
平成 29 年 2 月 19 日(日)

○会

場：京都医健専門学校

･･･計 5 日間

…平成 28 年 7 月 10 日(日)、9 月 18 日(日)
10 月 16 日（日）、2 月 19 日（日）

京都教育文化センター
○対

…平成 28 年 11 月 27 日(日)

象：会員鍼灸師、会員外鍼灸師、東洋療法養成学校学生

○修了証発行：所定の単位を取得した鍼灸師に対し、財団より修了証が交付される。
※正会員証裏面の出席印が 6 ヶ所以上で「Diploma（研修終了バッチ）」を授与される。
○履修単位：財団の規定により、年間 25 単位以上（１単位 45 分間）の履修を必須とする。
本年度研修会においては 30 単位の講座を開講予定。
財団の規定により、指定された学会の出席をもって、単位の補充が出来る。
○講

師：大学教員、鍼灸学校教員、臨床経験を有する鍼灸師、ほか

平成２8 年度「財団生涯研修会」の申し込み要領
１．添付の申込用紙に必要事項を記入の上、師会事務所へ FAX(075-841-0200)して下さい。

6 月３0 日必着、期日厳守でお願い致します。
２．ゆうちょ銀行振込で、6 月３0 日までに受講料をお支払い下さい。
（口座名「公益社団法人京都府鍼灸師会」口座番号 01090-1-55547）
※ご自身が該当する区分の受講料を間違えずに納付して下さい。
振込手数料はご本人負担でお願いします。

・正会員
・お申し込み時点で、本会非会員の方
・東洋療法養成学校に在籍する学生
・学生会員

７，０００円
１２，０００円
５，０００円
２，０００円

３．研修初日の開講前に説明会をしますので、必ずご出席下さい。
４．研修初日に、申し込み用紙の原本を受付に提出して下さい。
また毎回、必ず受付で受講確認をして下さい。
５．財団修了証の送付は、全講義終了後に財団へ申請しますので 2〜3 ヶ月を要します。
６．関連学会とは別に、日鍼会全国大会が生涯研修会の単位数に認められます。
７．関連学会参加の有無は、領収書または参加証コピーの提出をもって判断しますの
で、関連学会に参加された方は受付に提出して下さい。
８．詳細は、http://www.kyoto-shinkyu.jp/にも記載されます。
９．不明の場合は、事務所(075-801-2957)までお問い合わせ下さい。
１０．生涯研修会当日、正会員は必ず平成 28 年度カード型正会員之証を持参して下
さい。
研修会場にてカード裏面に印をつけ、最終的に公益社団法人京都府鍼灸師会から記
念証を授与します。

平成 28 年度

京都府鍼灸師会

生涯研修会カリキュラム

平成 28 年
○7 月 10 日（日）会場；京都医健専門学校（6 単位）
10：15〜10：25 開講式
10：30〜12：00

表題；「感覚、特に痛みを中心とした新知見」
講師；関西医療大学 保健看護学部 教授 樫葉均先生

13：00〜14：30

表題；「始原東洋医学の理論と実践Ⅰ」
講師；明治国際医療大学 鍼灸学部 准教授 渡邉勝之先生

14：40～16：10

表題；「始原東洋医学の理論と実践Ⅱ」
講師；明治国際医療大学 鍼灸学部 准教授 渡邉勝之先生

○9 月 18 日（日）会場；京都医健専門学校（6 単位）
10：30〜12：00 表題；
講師；※調整中
13：00〜14：30

表題；「冷え性について」
講師；関西医療大学 保健医療学部 准教授 坂口俊二先生

14：40～16：10

表題；「鍼灸での医療事故と刺鍼の安全性を考える
–主要経穴の刺入深度の重要性を解剖学的研究から探る–」
講師；森ノ宮医療大学 保健医療学部 教授 尾崎朋文先生

○10 月 16 日（日）会場；京都医健専門学校（6 単位）
10：30〜12：00 表題；「痛くない鍼と熱くないお灸による再現性のある経絡治療」
講師；一般社団法人 和歌山県鍼灸師会 学術部長
東洋はり医学 関西支部 支部長 中野正得先生
13：00〜14：30

表題；「スパイラル・テーピングの理論と実践Ⅰ」
講師；スパイラル・テーピング協会 会長 田中信孝先生

14：40～16：10

表題；「スパイラル・テーピングの理論と実践Ⅱ」
講師；スパイラル・テーピング協会 会長 田中信孝先生

○11 月 27 日（日）会場：京都教育文化センター（6 単位）
10：30〜12：00 演題；
講師；※調整中

府民市民公開講座（第 49 回東洋鍼灸医学大講演会併催事業）
13：00〜14：30

14：40～16：10

演題；※調整中
講師；㈱コンディショニング・ラボ社長

佐々木阿悠佳先生

演題；「高齢社会と鍼灸」
講師；明治国際医療大学 鍼灸学部 教授 北小路 博司先生

平成 29 年
○2 月 19 日（日）会場；京都医健専門学校（6 単位）
10：30〜12：00 演題；「わが国と外国における「特殊鍼灸」
–テキスト編集のエピソード−」
講師；明治国際医療大学 名誉教授 北出 利勝先生
13：00〜14：30

表題；「中医学についてⅠ」
講師；大阪医療技術学園専門学校 教員 奈良上眞先生

14：40～16：10

表題；「中医学についてⅡ」
講師；大阪医療技術学園専門学校 教員 奈良上眞先生

16：15〜16：25

終講式

※日本鍼灸師会全国大会が生涯研修会の単位数に認められます。
○公益社団法人 日本鍼灸師会 全国大会 in 福岡（5 単位）
会期；平成 28 年 10 月 9 日（日）～10 日（月祝）
会場；パピオン 24

会場案内
○京都医健専門学校
〒604-8203 京都市中京区三条通室町西入衣棚町 51-2
（京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 6 番出口より徒歩 3 分）
〇京都教育文化センター
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町 4-13 TEL 075-771-4221
（京阪「神宮丸太町駅」5 番口より徒歩 3 分、市バス「熊野神社前」下車バス停か
ら徒歩 5 分）

平成２８年度生涯研修会申込書
ふりがな
氏

名

※氏名は、必ず免許証記載の氏名を楷書でご記入下さい。
生年月日

（大・昭・平）

年

月

日

才

住所
〒
（修了証
送付先）
電話番号
携帯番号

（
（

所属

）
）

いずれかでも可

本会会員 ・ 非会員 ・ 学生会員・ 学生 （いずれかに○）

免許種別

取得年月日
（昭・平）
年
月

はり

免許証番号

※交付先

日
（人名ではありません）

きゅう

（昭・平）
年
月

日
（人名ではありません）

※交付先については、“都道府県”、“厚生省”、“厚生労働省”の区分にご注意下さい。

研修初日に、本申込書原本を受付に提出して下さい。
出席
捺印欄
出 席
学会名

7／10
６単位
５単位

9／18
６単位

10／16
６単位

11／27
６単位

2／19
６単位

５単位

日鍼会 ５単位
全国大会

（関連学会）
全日本鍼灸学会・日本東洋医学会・日本伝統鍼灸学会・日本良導絡自律神経学会
日本慢性疼痛学会・日本臨床鍼灸懇話会・日本東洋系物理療法学会

