
平成１８年度生涯研修認定講座予定のしおり 
 
本年度（社）神奈川県鍼灸マッサージ師会において開催される学術講習会予定

をまとめました。皆さん奮ってご参加下さい。 
～６月～ 
○南区鍼灸マッサージ師会研修会 

講座名称 「糖尿病の怖いわけ（合併症の話）」 
日時 平成 18 年 6 月 11 日（日曜日）  
場所 大橋町町内会館 （横浜市南区大橋町 3-58） 

（地下鉄弘明寺駅下車徒歩８分） 
講師 氏名 中村 俊彦先生 

 
資格 下田医院勤務・内科専門

医・東洋医学専門医 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学  

講義時間 PM１時３０分より 
 
PM３時４５分まで(135 分) 

臨床 2 
 
○神奈鍼第一回学術講習会～１～ 

講座名称 「スポーツ膝障害について」 
日時 平成 18 年 6 月 18 日（日曜日）  
場所 鎌倉市福祉センター（鎌倉市御成２０－２１） 
講師 氏名 大西雅士 先生 

 
資格 スポーツ鍼灸セラピー

神奈川 委員長 
課程  単位数 

医学教養  
基礎医学 1 

講義時間 PM １時より 
 
PM３時１５分まで(135 分) 

臨床 2 
 
 
 
 
 



 
 

 
～７月～ 
 
○第３３回神奈鍼学術大会 

講座名称 「予防医療と鍼灸マッサージ」 
日時 平成 18 年 7 月 23 日（日曜日）  
場所 藤沢商工会議所  （藤沢市藤沢５６９） 
講師 氏名   矢野 忠 先生 資格 明治鍼灸大学 

健康鍼灸医学教室教授 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 3 

講義時間 AM  １０ 時より 
PM  １時まで（270 分） 

臨床 2 
※当日は神奈鍼の会員による学術発表があり、矢野先生には講評もいただきま

す。業友の発表の場ともなりますので、奮ってご参加下さい。 
 
 
 
 
 
 

講座名称 「私は何故医師への道を選んだのか～鍼灸マッサージ師に伝

えたい、臨床の現場から」 

日時 平成 18 年 6 月 18 日（日曜日）  
場所 鎌倉市福祉センター（鎌倉市御成２０－２１） 
講師 氏名 杉山安洋先生 資格 杉山皮膚科医院 院長  

課程（丸で囲む）  単位数 
医学教養 1 
基礎医学  

講義時間 PM  ３時 30 分より 
 
PM  ５時まで（９０分） 

臨床 1 



 
 
～９月～ 
 
○神奈鍼第５ブロック研修会 

講座名称 「小児疾患に対する鍼灸理論」 
日時 平成 18 年 9 月 21 日（木曜日）  
場所 小田原保健センター （小田原市酒匂  2-32-168） 
講師 氏名 遠藤 徳之先生 資格 医師 小田原医師会 

浜町小児科 院長 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 1 

講義時間 PM  １時より 
 
PM  ４時まで(180 分) 

臨床 2 
 
 
 
～１０月～ 
○神奈鍼第二回学術講習会 

講座名称 「刺絡療法・自律神経免疫療法臨床の実際」～講義編～ 
 ～実技編～ 

日時 平成18年10月22日(日曜日）  
場所 小田原保健センター （小田原市酒匂  2-32-168） 
講師 氏名 班目 健夫先生 

 
資格 東京女子医科大学付属

青山女性・自然医療研究所 自

然医療部門 講師 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 2 

講義時間 PM  １時より 
 
PM  ５時まで(225 分) 

臨床 2 
 
 



 
 
 
～１１月～ 
○神奈鍼第三回学術講習会 

講座名称 「日本の按摩術の変遷とその技術」～講義編～ 
 ～実技編～ 

日時 平成18年11月19日(日曜日）  
場所 未定 

 
講師 氏名 和久田哲司先生 

 
資格 筑波技術大学 保健科

学部 保健学科教授 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 1 

講義時間 PM  １時より 
 
PM  ５時まで(225 分) 

臨床 3 
～２月～ 
○神奈鍼第四回学術講習会 

講座名称 「臨床に役立つ血液学的所見の読み方」 
日時 平成 19 年 2 月 4 日（日曜日）  
場所 てくのかわさき（川崎市高津区 溝口 1-6-10） 
講師 氏名 神奈川県医師会推薦講

師 
資格 医師・神奈川県医師会 

課程（丸で囲む）  単位数 
医学教養 1 
基礎医学  

講義時間 PM１時より 
 
PM２時３０分まで(90 分) 

臨床 1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

講座名称 「エネルギー医学」～経絡治療のメカニズムを解明する～ 
日時 平成 19 年 2 月 4 日（日曜日）  
場所 てくのかわさき（川崎市高津区 溝口 1-6-10） 
講師 氏名 川島 朗先生 資格 東京女子医科大学付属

青山女性・自然医療研究所 自

然医療部門 助教授 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 2 

講義時間 PM  2 時４５分より 
 
PM  ５時まで(135 分) 

臨床  
○神奈鍼 第３ブロック研修会 

講座名称 「腰痛に対する鍼灸マッサージ治療」 
日時 平成 19 年 2 月 25 日（日曜日）  
場所 未定（鎌倉市内） 

お問い合わせ先 沢田昌子学術委員 0467-46-5761 
講師 氏名 山口 智先生 

 
資格 医博 埼玉医科大学病

院 東洋医学診療科 
課程（丸で囲む）  単位数 

医学教養 1 
基礎医学 1 

講義時間 PM１時３０分より 
 
PM４時３０分まで(180 分) 

臨床 2 
 


