
第１回 柔整専門臨床研修会

7月29日（日）

先着20名

1部 講義▶13：00～14：30
2部 実技▶14：45～16：15

テーマ テーピング固定を選択するまでの工程
                                     その準備と実際

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

パーキンソン病に対する鍼灸治療
　　　　　　 ─ 明治国際医療大学での実践 ─

えいなが整骨院　院長

近年、我々柔道整復師の業務の中で“テーピング”という言葉・技術は大きな広がりを見せています。
しかしその種類や方法は様々で効果も一様でなはいようです。
そこで今回もう一度“テーピング”という言葉・技術の検証・研修を行います。
前半には座学として“テーピング”の位置づけの検証からはじめ、テーピング固定の限界の認識、有効
範囲の適否を判断するための解剖学・機能運動学等の確認、またテーピング方法確定のための罹患対
象者への聴取や各種スペシャルテストなどを研修し、柔道整復師としてテーピング固定がそれぞれの
ゴールまでの一助になることを目指します。
後半は、座学の内容を踏まえて実技として、テーピング固定の実際を足関節、膝関節などの傷害
グレードをモデルに実施します。　　　　　　　　   ※内容が一部変更になる場合もあります。予めご了承ください。

講師：榮長 正治 氏
明柔会会員 会　員　外10,000円（材料費等含む） 15,000円（材料費等含む）

第2回 鍼灸専門臨床研修会

8月5日（日）

先着20名

1部 講義▶10：30～12：00
2部 実技▶13：00～14：30
3部 実技▶14：45～16：15

明治国際医療大学 特任教授

パーキンソン病は振戦、筋強剛、寡動（動作緩慢）を主症状とする中枢神経疾患です。50歳代
から増加する高齢者疾患で、社会の高齢化に伴って増加傾向にある疾患です。L-Dopaを中心
とした薬物療法が行われますが、根本的な治療方法はなく、長期的に継続可能な鍼灸治療を
希望して来院する患者も増加していると思われます。本研修会の講義では本疾患の多彩な症
状や治療方法を改めて呈示し、本学で実践している鍼灸治療の方法と効果について基礎的な
研究成果を含めて報告、症例報告も行います。また、実技では鍼灸施術とともに本疾患の評価
方法を実演し、患者の治療継続につなげる工夫を研修内容にしたいと考えます。
夏の暑い一日、皆様とお会いできることを楽しみにしております。

講師：江川 雅人 氏
明友会会員 会　員　外15,000円（材料費等含む） 24,000円（材料費等含む）

明友会会員 会　員　外15,000円（材料費等含む） 24,000円（材料費等含む）

明友会会員 会　員　外15,000円（材料費等含む） 24,000円（材料費等含む）

第3回 鍼灸専門臨床研修会

10月7日（日）

先着20名

1部 講義▶10：30～12：00
2部 実技▶13：00～14：30
3部 実技▶14：45～16：15

1部 講義▶10：30～12：00
2部 実技▶13：00～14：30
3部 実技▶14：45～16：15

鍼灸臨床に必要な痛みの知識と鍼手技
～トリガーポイントから鍼通電・セルフケアまで～

美容柔整の考え方とその実施

明治国際医療大学 鍼灸学部 教授

鍼灸治療では痛みを有する患者に遭遇する機会が多い。近年、痛みも複雑化しており、
単純に治療を行っても痛みが変化しないことも多く、痛みのメカニズムを踏まえた正し
い治療が行えなければなりません。
そこで、今回は痛みの発生機序を踏まえた新しい鍼灸治療の考え方を学ぶと共に、それ
対応した技術（鍼通電やトリガーポイントなど）についても学習します。また、痛みの
最新知識として、慢性痛患者をコントロールするためのセルフケアについても学ぶこと
とします。

講師：伊藤 和憲 氏

第4回 鍼灸専門臨床研修会

1月27日（日）

先着20名 ストレスに対する鍼灸臨床での有効な対応策
　　　　　～内分泌機能と運動機能を中心に～

明治東洋医学院専門学校 教員

近年、職場でのメンタルヘルス対策が必須である社会情勢にあって、人手不足による過剰
労働など職場環境のストレスは増大している現状です。一方、超高齢化社会において高齢
者の精神衛生環境整備は喫緊の問題であるにも関わらず、その対応は十分であるとはいえ
ません(事実、高齢者のうつは増加傾向です！)。こうした社会背景で鍼灸臨床での対応策
は…？今回、最新の知見をもとに鍼灸臨床における診察・治療など最も有効な対応策を提
示します。本研修が、鍼灸臨床におけるストレスケアを心身両面から考える良い機会であ
るとお考え頂ければ幸いです。

講師：本城 久司 氏

第5回 柔整専門臨床研修会

2月3日（日）

先着10名
女性限定

1部 講義▶13：00～14：30
2部 実技▶14：45～16：15

明治東洋医学院専門学校 教員

同年代の患者さんとの会話の中で、『最近、法令線が気になってきて…』『二重あごが目立つよ
うになってきて…』『ヒップラインが下がってきて…』数え上げるときりがないエイジングの悩み
をお聞きします。
近年、女性の柔道整復師が増えてきたとはいえ、男女比率でいえばまだまだ男性の方が多い職
種であり、ゆえに、柔整と美容は結びつきづらいかもしれません。
しかし、実は顔のたるみ、若々しさというものは、私達の専門である骨、関節、筋肉を施術する
ことで改善されるものでもあります。
女性柔道整復師だからこそ理解できる美容面での施術、女性柔道整復師だからこそ施術でき
る部位なども含め、美容柔整の考え方、施術ポイントなど美容器機の使用もしながら講義・実
技を行います。

講師：奥田 香苗 氏
明柔会会員 会　員　外5,000円（材料費等含む） 7,500円（材料費等含む）

専門臨床研修会のご案内
　平成30年度の専門臨床研修会を下記のとおり、開催いたします。実施内容をご確認いただき、受講人数に
制限がございますが、是非ともご参加頂きますよう、ご案内いたします。

明治東洋医学院専門学校  同窓会主催

お問い合わせ TEL.06-6381-3811　FAX.06-6381-3800



１. 鍼灸学科（　　　　年卒業）  ・  ２. 柔整学科（　　　　年卒業）  ・  ３. 会員外

１.  加　入　　　 ・　 　　２.  未加入

お 名 前

住 　 所

【備　考】

卒 業 年

鍼灸賠償
責任保険

電話番号

E-ma i l

FAX番号

年　　齢

歳

フリガ ナ

〒　　　  　-　

連絡の取れる電話番号を記載ください。

鍼灸専門臨床研修会
受講希望者のみ記載ください。

明友会会員、会員外で鍼灸有資格者を対象とします。ただし、鍼灸賠償責任保険
に加入されている方に限ります。
明柔会会員、会員外で柔道整復有資格者を対象とします。

明治東洋医学院専門学校　鍼灸学科卒業生のみ対象 明治東洋医学院専門学校　柔整学科卒業生のみ対象 

FAX（本用紙を使用）またはメール（info@meiji-s.ac.jp）にてお申し込みください。メールについては、
FAX用紙記載内容を必ず入力し、件名に「専門臨床研修会　受講申し込み」と入力しお送りください。
6/11（月）～7/4（水） 受付時間AM10：00~PM9：00
※先着順のため、受付日時以外の申し込みは無効といたします。

①受講結果通知については、申込期間終了後、FAXまたはメールにてお知らせいたします。
②受講決定者の方には、別途振込み先をご連絡いたします。受講日に合わせて設定した振込期限内に　
　受講料をお振込み頂くことで、申し込みが完了となります。
③お振込みが確認できた方には、参加当日の詳細をお知らせいたします。

平成30年度 専門臨床研修会 受講申し込み用紙 

FAX.06-6381-3800

◆第１回テーマ：『テーピング固定を選択するまでの工程 その準備と実際』 
講師：榮長 正治氏

◆第５回テーマ：『美容柔整の考え方とその実施』 
講師：奥田 香苗氏

◆第２回テーマ：『パーキンソン病に対する鍼灸治療 ─ 明治国際医療大学での実践 ─』 
講師：江川 雅人氏

◆第３回テーマ：『鍼灸臨床に必要な痛みの知識と鍼手技 ～トリガーポイントから鍼通電・セルフケアまで～』 
講師：伊藤 和憲氏　

１部／13：00～14：30、２部／14：45～16：15

１部／13：00～14：30、２部／14：45～16：15

１部／10：30～12：00、２部／13：00～14：30、３部／14：45～16：15

１部／10：30～12：00、２部／13：00～14：30、３部／14：45～16：15

◆第４回テーマ：『ストレスに対する鍼灸臨床での有効な対応策 ～内分泌機能と運動機能を中心に～』 
講師：本城 久司氏　 １部／10：30～12：00、２部／13：00～14：30、３部／14：45～16：15

受講希望日

7
29（日）

2
3（日）

8
5（日）

10
7（日）

対 象

受 講 料
開 催 場 所

定 員

受講までの流れ

申し込み期間

申し込み方法

：
：

：

：

：

：

：

明友会会員 明柔会会員

明柔会会員

明友会会員
明友会会員
明柔会会員

明友会会員

鍼灸専門臨床研修会

鍼灸専門臨床研修会

柔整専門臨床研修会

柔整専門臨床研修会

会　

員　

外

（２部構成）10,000円（材料費等含む）
（３部構成）15,000円（材料費等含む）
（３部構成）15,000円（材料費等含む）
（３部構成）15,000円（材料費等含む）
（２部構成）  5,000円（材料費等含む）

15,000円（材料費等含む）
24,000円（材料費等含む）
24,000円（材料費等含む）
24,000円（材料費等含む）
  7,500円（材料費等含む）

※実施日より１週間前までのキャンセルについては手数料を除いた費用を返金致します。それ以降のキャンセルは返金でき
   ませんので、ご注意ください。　

専門臨床研修会の受講を希望される方は、該当する欄に○印をつけ、必要事項をご記入のうえ、申し込み期間内にご返信ください。

明治東洋医学院専門学校

となります。

各先着20名（最少開講人数 8名）
<7/29（日）> 先着20名（最少開講人数 10名） <2/3（日）> 先着10名（最少開講人数 5名）

<7/29（日）>
< 8/5（日）>
<10/7（日）>
<1/27（日）>
< 2/3（日）>

1
27（日）
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整


