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１．平成２６年度卒後の研修会について 
 （１）第３６回 卒後研修会開催（前田） 
  ① 開催日：平成２６年７月２７日（日曜） 
  ② 会場：福岡視力障害センター 
        福岡市西区今津４８２０－１  ０９２－８０６－１３６１ 
    ※センターとＪＲ筑肥線九大学研都市駅の間は、バスによる送迎を行いますので 
     ご利用下さい。 
  ③ 講師：埼玉医科大学医学部講師 山口智氏 
        演題：「頸・肩・腕の痛みに対する鍼灸手技療法」(仮題) 
            ※現在、内容や演題を調整中です。 
  ④ 受講者予定数：７０名（日帰りの研修） 
  ⑤ 日程 
     ９：３０   受付開始 
      １０：２０～１０：３０   開会式（所長挨拶・同窓会長挨拶/諸連絡） 
      １０：３０～１２：３０  講義・実技（調整中） 
                           埼玉医科大学医学部講師 山口智氏 
      １２：３０～１３：３０  昼食・休憩（参加者紹介含む） 
      １３：３０～１５：３０  実技（調整中） 
                           埼玉医科大学医学部講師 山口智氏 
      １５：３０～１５：４０  閉会式（教務課長挨拶/アンケート回収） 
   ※医療器具/視覚障害者向けパソコン/福祉機器の展示販売（予定） 
     ※現在、午前２時間・午後２時間の講義と実技への時間配分についても調整中です。 
  ⑥ 参加費：２０００円 
  ⑦ 昼食代：１０００円 
  ⑧ 案内状発送日：平成２６年５月３０日（金曜） 
  ⑨ 申込み方法及び申込み締め切り日 
   ア．申し込み方法 
       卒後研修会の参加を希望される方は、お送りする「郵便振替用紙」に必要事項 
    を記入し郵便局で申し込んで下さい。 
     なお、昼食を希望される方も、参加費と合わせて送金して下さい。 
      イ．申し込み締め切り日 
        平成２６年７月４日（金曜） 



  ⑩ その他 
      今回、調整中の件については、次回６月下旬発行の「理療メールマガジン第３３ 
   号」に掲載いたします。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 （２）平成２６年度卒後特別研修会 
    卒後特別研修会は平成１７年度より卒業生・修了生の皆様に優れた施術所の経営 

法や高度な臨床技術を習得してもらい、その技量の向上をはかること。地域のリー 
ダー的役割をはたす人材の育成を行うこと。集中型は遠隔地に居住しており日帰り 
受講がしにくい環境にある皆様を対象に行うことを目的に始まりました。  

    平成２６年度の卒後特別研修会は、１０月下旬の土曜日、日曜日の２日間で開催 
を予定しています。講演内容・講師につきましては、５月下旬に卒後研修会と同封 
する案内状でお知らせいたします。また、６月下旬発行予定の理療メルマガ第３３ 
号にも掲載いたします。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 （３）平成２５年度卒後巡回指導報告（桑崎） 
    日時：３月２日（日曜）１１：００～１５：００ 
    会場：那覇セントラルホテル 
    講演内容： 
     １．「身体部位別ストレッチングの実際」 教務課 今泉 正博 
      ① ストレッチングの基本的な仕組みと効果についての講義 
      ② 身体部位別にストレッチング（インナーマッスルも含め）の実技 
     ２．「福岡センターの現状について」 教務課 藤井 徹 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
２．平成２６年度理療関係学会、研究会等一覧 
 
２０１４年３月 
３月２１日（金曜） 
第３９回日本東洋医学系物理療法学会学術大会・総会 
 期間 ３月２１日（金曜・祝日）～２２日（土曜） 
 東京・筑波大学 東京キャンパス文京校舎 
 日本東洋医学系物理療法学会事務局 （筑波技術大学保健科学部） 
  TEL 029-858-9541 FAX 029-858-9541 
  http://jsop.info/congress_jsop.html 
 
３月２９日（土曜） 
第２９回経絡治療学会学術大会九州大会 
 期間 ３月２９日（土曜）～３０日（日曜） 
 会場 アクロス福岡 ４階 国際会議場 
 事務局 TEL 092-721-6000 
  http://www.tjmed.com/ 
 
２０１４年４月 
４月２７日（日曜） 
第３６回女性鍼灸師フォーラム学習会 
 会場 東京・東京医療福祉専門学校 
 事務局・辻内 
  http://www.josei89.com/ 
 



４月２９日（火曜・祝日） 
第３９回現代医療鍼灸臨床研究会 
 会場 東京・東京大学伊藤国際学術研究センター 
 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 
  TEL 03-5800-8680 FAX 03-5800-9028 
  http://jsmamr.umin.jp/ 
 
２０１４年５月 
５月１１日（日曜） 
第７９回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会（第３９回ＩＳＭＨ大会と合同開催） 
 期間 ５月１１日（日曜）～１４日（水曜） 
 会場 京都・国立京都国際会館 
 事務局・小山田記念温泉病院 
  TEL 059-328-1260 FAX 059-328-3040 
  http://www.onki.jp/rally/news/ 
 
５月１６日（金曜） 
第６３回全日本鍼灸学会学術大会愛媛大会 
 期間 ５月１６日（金曜）～１８日（日曜） 
 会場 愛媛・ひめぎんホール 
 事務局・株式会社キューアイ・マネージ 石井 
  TEL 050-3724-3299 FAX 047-366-9501 
  http://taikai.jsam.jp/index.php?page=index 
 
５月２５日（日曜） 
第３７回わかりやすい経絡治療学術講習会（東洋はり医学会） 
 会場 東京・日本教育会館  
 事務局・はなさか鍼灸院 
  TEL・FAX 03-6903-6841 
  http://www.toyohari.net/wakariyasui.html 
 
５月３１日（土曜） 
第６３回日本理学療法学会 
 期間 ５月３１日（土曜）～６月１日（日曜） 
 会場 青森・青森市民ホール 
 事務局・医療法人蛍慈会石木医院 理学療法室 田中 
  FAX 017－752－3599 
  http://nhpta.net/a1/001a.html 
 
５月３１日（土曜） 
第１１５回日本医史学会総会・学術大会 
 期間 ５月３１日（土曜）～６月１日（日曜） 
 会場 福岡・九州国立博物館 
 事務局・原土井病院地域連携室 
  TEL 092-691-3886 FAX 092-691-3961 
  http://jsmh.umin.jp/congress.html 
 
２０１４年６月 
６月５日（木曜） 



第５１回日本リハビリテーション医学会学術集会 
 期間 ６月５日（木曜）～６月７日（土曜）  
 会場 愛知・名古屋国際会議場 
 問い合わせ先 運営事務局・株式会社コングレ 
  TEL 052-950-3369 FAX 052-950-3370 
  http://www.congre.co.jp/jarm51/index.html 
 
６月２１日（土曜） 
スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会（前期）（全日本鍼灸マッサージ師会） 
 期間 ６月２１日（土曜）～６月２２日（日曜）  
 会場 東京・東京ファッションタウンビル 
 問い合わせ先 全日本鍼灸マッサージ師会・笹川隆人 
  TEL 03-3359-6049 FAX 03-3359-2023 
  http://www.zensin.or.jp/ 
 
６月２７日（金曜） 
第６５回日本東洋医学会学術総会 
 期間 ６月２７日（金曜）～６月２９日（日曜）  
 会場 東京・東京国際フォーラム 
 問い合わせ先 株式会社コンベンションリンケージ 
  TEL 03-3263-8688 FAX 03-3263-8693 
  http://www.c-linkage.co.jp/65toyo/ 
 
２０１４年７月 
７月６日（日曜） 
地域健康つくり指導者研修会（全日本鍼灸マッサージ師会） 
 会場 京都・京都市(会場未定） 
 全日本鍼灸マッサージ師会・長嶺芳文 
  TEL 03-3359-6049 FAX 03-3359-2023 
  http://www.zensin.or.jp/ 
 
７月１３日（日曜） 
全日本鍼灸マッサージ師会学術セミナー 
 会場 東京・(会場未定） 
 全日本鍼灸マッサージ師会・小川眞吾 
  TEL 03-3359-6049 FAX 03-3359-2023 
 
７月２４日（木曜） 
第４８回日本ペインクリニック学会 
 期間 ７月２４日（木曜）～７月２６日（土曜）  
 会場 東京・京王プラザホテル 
 事務局・株式会社コンベンションリンケージ内 
  TEL 03-3263-8688 FAX 03-3263-8693 
  http://www.c-linkage.co.jp/pain48/ 
 
７月２８日（月曜） 
第１０回国際（全国）指導者研修会（東洋はり医学会） 
 期間 ７月２７日（日曜）～７月２８日（月曜）  
 東京・東京グランドホテル 



 事務局・中澤弘 
  TEL・FAX 042-627-5369 
  http://www.toyohari.net/index.html 
 
２０１４年８月 
８月９日（土曜） 
第５６回鍼灸経絡治療夏期大学 
 期間 ８月９日（土曜）～８月１１日（月曜）  
 会場 東京・東京有明医療大学 
  問い合わせ先 経絡治療学会本部事務局 
  TEL 03-3402-9695 FAX 03-3402-9695 
  http://www.tjmed.com/ 
 
２０１４年９月 
９月７日（日曜） 
全日本鍼灸マッサージ師会学術セミナー 
 会場 横浜市・（会場未定） 
  問い合わせ先 全日本鍼灸マッサージ師会・小川眞吾 
  TEL 03-3359-6049 FAX 03-3359-2023 
  http://www.zensin.or.jp/ 
 
９月１３日（土曜） 
第３４期鍼灸臨床研修会（日本鍼灸師会） 
 期間 ９月１３日（土曜）～９月１５日（月曜・祝日）  
 会場 東京・日本鍼灸会館（大阪会場） 
     大阪・森ノ宮医療学園（大阪会場） 
  問い合わせ先 日本鍼灸師会事務局 
  TEL 03-3985-6771 FAX 03-3985-6622 
  http://www.harikyu.or.jp/ 
 
９月１４日（日曜） 
第１回卒後・フォローアップセミナー（日本鍼灸師会） 
 期間 ９月１４日（日曜）～９月１５日（月曜）  
 会場 東京・日本鍼灸会館 
 問い合わせ先 日本鍼灸師会事務局 
  TEL 03-3985-6771 FAX 03-3985-6622 
  E-mail info@harikyu.or.jp 
  http://www.harikyu.or.jp/ 
 
９月１４日（日曜） 
第６６回日本良導絡自律神経学会 
 期間 ９月１４日（日曜）～９月１５日（月曜）  
 会場 宮城・東日本医療専門学校 
 問い合わせ先 事務局・柳沼康之 
  TEL 0243-22-0727 
  http://www.jsrm.gr.jp/seminar_info.html 
 
９月２８日（日曜） 
第８回日本小児はり学会学術集会 



 会場 大阪・森ノ宮医療学園専門学校 
 問い合わせ先 事務局・兵庫鍼灸専門学校内 木田吉昭 
  FAX 019-672-2434 
  http://shounihari.com/ 
 
２０１４年１０月 
１０月１２日（日曜） 
第１０回日本鍼灸師会全国大会 in 岐阜 
 期間 １０月１２2 日（日曜）～１０月１３日（月曜・祝日）  
 会場 岐阜・じゅうろくプラザ 
 問い合わせ先 全国大会事務局・おぐらはり灸院内 小椋・林 
  TEL 058-277-3391 FAX 058-277-3391 
  http://gifu.harikyu.or.jp/ 
 
１０月１９日（日曜） 
第１３回東洋療法推進大会（全日本鍼灸マッサージ師会） 
 期間 １０月１９日（日曜）～１０月２０日（月曜）  
 会場 岡山・ホテルグランヴィア岡山 
  問い合わせ先 事務局 
  TEL 03-3359-6049 FAX 03-3359-2023 
  http://www.zensin.or.jp/ 
 
１０月２５日（土曜） 
第４２回日本伝統鍼灸学会学術大会 
 期間 １０月２５日（土曜）～１０月２６日（日曜）  
 会場 香川・ユープラザうたづ 
 問い合わせ先 大会事務局・琴平シマヤ鍼灸院内 
  TEL 0877-75-3554 FAX 0877-75-3504  
  http://jtams.com/ 
 
２０１４年１１月 
１１月３日（月曜・祝日） 
第４０回現代医療鍼灸臨床研究会 
 会場 東京・東京大学 
 問い合わせ先 事務局・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 
  TEL 03-5800-8680 FAX 03-5800-9028 
  http://jsmamr.umin.jp/ 
 
１１月１５日（土曜） 
第２２回日本鍼灸史学会学術大会 
 期間 １１月１５日（土曜）～１１月１６日（日曜）  
 会場 京都・京都市国際交流会館 
 問い合わせ先 大会事務局・寺川華奈 
  TEL 089-913-9927 FAX 089-913-4595 
   http://jsamh.org/ 
 
１１月１６日（日曜） 
第５回臨床鍼灸スポーツフォーラム（日本鍼灸師会） 
 会場 長野・ホテルメトロポリタン長野 



 問い合わせ先 長野県針灸師会・斎藤利信 
  TEL 0263-46-0468 FAX 0263-46-0404 
 
２０１４年１２月 
１２月２０日（土曜） 
第１８回日本統合医療学会 
 期間 １２月２０日（土曜）～１２月２１日（日曜）  
 会場 神奈川・パシフィコ横浜 
 問い合わせ先 大会事務局・山腰眞弓 
  TEL 03-3230-3597 FAX 03-3230-3725 
  http://imj2014.com/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
３．その他の情報 
 （１）第２２回あはき国家試験が福岡センターで実施されました。 
    第２２回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験が２月２２日（土 
   曜）、２３日（日曜)に国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力 
   障害センターで実施されました。 
    福岡センター関連の受験者は現役受験者はあん摩マッサージ指圧師、はり師、き 
   ゅう師試験それぞれ３名でした。試験結果は３月２７日(木曜)１４時に発表されま 
   す。（今泉） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 （２）利用者募集について 
     国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局福岡視力障害センターでは、 
   視覚に障害のある方のため、次のサービスを提供しています。 
  ① 就労移行支援（養成施設） 

【あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 専門課程（修業年限３年間）】 
  ② 自立訓練 （機能訓練） 
        歩行訓練、日常生活訓練、コミュニケーション訓練（点字・パソコン等）、視覚的 
   補助具の紹介等、個々人の状況やニーズに応じた訓練を行います。 
    

※利用を希望される方、お知り合いで視覚に障害がありお困りの方がおられましたら、 
   センターまで電話等でご相談下さい。 
      電話 ０９２-８０６-１３６１（代表） 
    利用相談専用電話 ０９２-８０７-２８４４ 
    ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｆｕｋｕｏｋａ-ｎｈｂ.ｇｏ.ｊｐ/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 （３）読者の皆様へお願い  
    皆様には、毎号理療メルマガをお読みいただき誠にありがとうございます。ここ 
   で皆様にお願いがあります。  
    最近メールアドレスの変更手続き漏れから配信できないケースが増えています。 
   年度末でもありメールアドレスを変更される場合もあるかと思います。変更があっ 
   た場合は是非係まで連絡してください。連絡先は以下の通りです。よろしくお願い 
   いたします。 
    連絡先メールアドレス 
    riryoumailmaga@fukuoka-nhb.go.jp 
    担当 理療メルマガ係(教務課 （今泉、安田) 
    電話 ０９２-８０６-１３６１ 平日の８時３０分～１７時 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
４．編集後記 



  日一日と暖かくなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 新しい生活 
 が始まる人、新しい職場に移る人、別れと出会いの季節となりましたね。私は、相も変 
 わらず、毎日をこつこつ過ごしております。 教室に、毎日を、あせらず無理せず一歩 
 ずつという額が飾ってありますが、これを見ながら新しい気持ちで新年度を迎えたいと 
 思います。 
  今回、理療メルマガに卒業生の方が、お二人ご参加いただくことになりました。 
 皆さんの周りでもこのメルマガを知らない方がいらっしゃいましたが是非ご紹介くださ 
 いますようよろしくお願いいたします。(安田) 
 
  日増しに暖かさを増す季節、読者の皆様いかがお過ごしでしょうか。理療メルマガも 
 創刊されて８度目の春を迎えました。担当者として、この間理療メルマガをご愛読いた 
 だいたことに対しお礼申し上げます。 
  これからもセンター修了・卒業された皆様に良い情報を提供するため頑張って参りま 
 す。今後ともよろしくお願いいたします。(今泉） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


