
開　　催　　日 時　　間 科　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 北海道ブロック会場地図

 9：00 ～ 9：15 開　講　式

 9：15 ～ 10：15 （1時間) 研修の目的と意義 萩原　正和 公益社団法人北海道柔道整復師会　会長

10：15 ～ 12：15 （2時間) 施術録の意義 池田　　由 公益社団法人北海道柔道整復師会　保険部長

12：15 ～ 13：15 （昼　　食）

13：15 ～ 15：15 （2時間) 医の倫理 小池　良二 公益社団法人北海道柔道整復師会　副会長

 9：00 ～ 11：00 （2時間) 医接連携 亀岡　伸一郎 公益社団法人北海道柔道整復師会　経理部長

11：00 ～ 12：30 （1.5時間) 専門基礎分野講座 髙橋　光彦 日本医療大学保健医療学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科　教授

12：30 ～ 13：30 （昼　　食）

13：30 ～ 15：00 （1.5時間) 社会活動講座 髙橋　光彦 日本医療大学保健医療学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科　教授

10：00 ～ 11：00 （1時間) 救急処置 吉田　晴恒 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　医師

11：00 ～ 12：30 （1.5時間) 学術講座 吉田　晴恒 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　医師

12：30 ～ 13：30 （昼　　食）

13：30 ～ 15：00 （1.5時間) 業務関連講座 吉田　晴恒 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　医師

 9：00 ～ 11：00 （2時間) 画像読影法 近藤　　真 医療法人北海道整形外科記念病院　副院長

11：00 ～ 12：00 （1時間) 保険制度 土屋　　淳 公益社団法人北海道柔道整復師会　学術部長

12：00 ～ 13：00 （昼　　食）

13：00 ～ 14：00 （1時間) 保険制度 土屋　　淳 公益社団法人北海道柔道整復師会　学術部長

14：00 ～ 16：00 （2時間) リスクマネジメント 高山　訓正 公益社団法人北海道柔道整復師会　副会長

16：00 ～ 16：15 閉　講　式

開　　催　　日 時　　間 科　　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 東北ブロック会場地図

15：15 ～ 15：30 開　講　式

15：30 ～ 17：30 （2時間） 医の倫理 櫻田　　裕 日本柔道整復師会東北ブロック会　会長

17：30 ～ 19：30 （2時間） 保険制度 佐藤　公司 日本柔道整復師会東北ブロック会　保険部長

19：30 ～ 21：00 （1.5時間） 学術講座 佐藤　　揵 元帝京大学医療技術学部教授　医学博士

 9：00 ～ 11：00 （2時間） 医接連携 笹山　　明 公益社団法人岩手県柔道整復師会　副会長

11：00 ～ 12：30 （1.5時間） 臨床講座 内藤　良博 公益社団法人福島県柔道整復師会　副会長

12：30 ～ 13：15 （昼　　食）

13：15 ～ 15：15 （2時間） リスクマネジメント 佐藤　　幸 公益社団法人秋田県柔道整復師会　副会長

15：00 ～ 16：00 （1時間） 研修の目的と意義 福島　　統 公益財団法人柔道整復研修試験財団　代表理事

16：00 ～ 17：30 （1.5時間） 業務関連講座 若井　　晃 公益社団法人宮城県柔道整復師会　介護企画推進室

17：30 ～ 19：30 （2時間） 画像読影法 桑原　功行 東北大学病院高度救命救急センター整形外科　助教

10：00 ～ 12：00 （2時間） 施術録の意義 八木橋　次男 公益社団法人青森県柔道整復師会　副会長

12：00 ～ 12：45 （昼　　食）

12：45 ～ 14：15 （1.5時間） 社会活動講座 柴田　匡一郎 元イタリアセリエA　メディカルスタッフ

14：15 ～ 15：15（1時間） 救急処置 庄子　和良 日本赤十字社宮城県支部　救急法指導員

閉　講　式

＊講義時間中適宜休憩

開　　催　　日 時　　間 科　　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 関東・東京ブロック会場地図

 9：30 集　合

10：30 ～ 12：00 （1.5時間） 専門基礎分野講座 大関　信武 国立大学法人東京医科歯科大学再生医療研究センター　プロジュエクト助教

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：00 （1時間） 研修の目的と意義 伊藤　述史 公益社団法人東京都柔道整復師会　会長

14：00 ～ 15：30 （1.5時間） 学術講座 篠　　弘樹 公益社団法人東京都柔道整復師会　学術部員

福島　　統 公益財団法人柔道整復研修試験財団　代表理事

大藤　忠昭 公益社団法人群馬県柔道整復師会　会長/関東ブロック　管理責任者

伊藤　述史 公益社団法人東京都柔道整復師会　会長/東京ブロック　管理責任者

10：00 ～ 12：00 （2時間） 医の倫理 藤巻　有久 銀座リハビリテーションクリニック　院長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間） 臨床講座 樽本　修和 帝京平成大学　教授

14：30 ～ 16：30 （2時間） リスクマネジメント 新井　　宏 公益社団法人東京都柔道整復師会　副会長

10：00 ～ 12：00 （2時間） 医接連携 蓮本　宏一 公益社団法人東京都柔道整復師会　学術委員

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間） 画像読影法 西山　　誠 国際医療福祉大学　教授

15：00 ～ 17：00 （2時間） 施術録の意義 深井　伸之 公益社団法人東京都柔道整復師会　常務理事

10：00 ～ 12：00 （2時間） 保険制度 三橋　裕之 公益社団法人日本柔道整復師会　保険部長/公益社団法人東京都柔道整復師会　副会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：00 （1時間） 救急処置 瀧澤　一裕 公益社団法人東京都柔道整復師会　学術部員

14：00 ～ 15：30 （1.5時間） 業務関連講座 吉田　省吾 公益社団法人東京都柔道整復師会　常務理事

大藤　忠昭 公益社団法人群馬県柔道整復師会　会長/関東ブロック　管理責任者

伊藤　述史 公益社団法人東京都柔道整復師会　会長/東京ブロック　管理責任者

＊講義時間中適宜休憩

開　　催　　日 時　　間 科　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 北信越ブロック会場地図

10：30 ～ 11：00 開　講　式

11：00 ～ 12：00 （1時間） 研修の目的と意義 二ッ谷　剛彦 公益社団法人石川県柔道整復師会　副会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間） 医の倫理 駒井　清暢 独立行政法人国立病院機構医王病院　院長

15：10 ～ 16：40 （1.5時間） 専門基礎分野講座 川崎　悠貴 北信越柔整専門学校　教授

10：00 ～ 11：30 （1.5時間） 業務関連講座 金田　豊茂 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

11：30 ～ 12：30 （昼　食）

12：30 ～ 14：30 （2時間） 保険制度 西川　典孝 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

14：40 ～ 16：40 （2時間） リスクマネジメント 堂本　義邦 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

10：00 ～ 12：00 （2時間） 画像読影法 山下　純二 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間） 臨床講座 森田　　淳 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

14：40 ～ 16：40 （2時間） 施術録の意義 西　　剛志 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

10：00 ～ 12：00 （2時間） 医接連携 佐藤　裕之 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間） 学術講座 西　　敏男 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

14：40 ～ 15：40 （1時間） 救急処置 真酒谷　清 公益社団法人石川県柔道整復師会　理事

15：50 ～ 16：20 閉　講　式

＊講義時間中適宜休憩

２９．１０．２９　（日）

石川県地場産業振興センター本館　　　石川県金沢市鞍月２丁目１番地
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北  海  道  ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．　９．２４　（日）

２９．１０．１５　（日）

２９．１１．１２　（日）

会　　　場 北整会館 北海道札幌市中央区大通西１８丁目 電話番号　：　０１１－６４２－６１６３

２９．　９．１７　（日）

＊講義時間中適宜休憩

東　北　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．１０．２８　（土）

２９．１０．２９　（日）

２９．１１．１８　（土）

２９．１１．１９　（日）

会　　　場 仙台医健専門学校第２校舎 　宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１１－２０ 電話番号　：　０１２０－２８２－１３４

関　東　・　東　京　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．１０．　１　（日）

 9：30 ～ 10：00 開　講　式

２９．１０．２２　（日）

２９．１１．１２　（日）

15：30 ～ 16：00 閉　講　式

電話番号　：　０７６－２６８－２０１０

北　信　越　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．　９．１７　（日）

２９．　９．１８　（月・祝）

２９．１０．　８　（日）

２９．１０．　９　（月・祝）

会　　　場

会　　　場 帝京平成大学池袋キャンパス　　　東京都豊島区東池袋２－５１－４ 電話番号　：　０３－３８１５－０８１１(東京都柔道整復師会）

仙台医健専門学校

第２校舎

帝京平成大学

池袋キャンパス

北整会館

地下鉄東西線西１８丁目駅

３番出口下車徒歩２分



平成２９年度卒後臨床研修医療人（柔道整復師）研修講座日程表

開　　催　　日 時　　間 科　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 東海ブロック会場地図

開　講　式

研修の目的と意義 　

11：00 ～ 12：00 （1時間) 保険制度 小澤　喜一 公益社団法人静岡県柔道整復師会　副会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間) 医接連携 藤川　和秀 公益社団法人愛知県柔道整復師会　副会長

15：00 ～ 17：00 （2時間) 医の倫理 岩間　よしゑ 学校法人米田学園米田柔整専門学校　校長

10：00 ～ 11：30 （1.5時間) 学術講座 岩間　よしゑ 学校法人米田学園米田柔整専門学校　校長

11：30 ～ 12：30 （昼　食）

12：30 ～ 13：30 （1時間) 救急処置 米田　忠正 学校法人米田学園　理事長

13：30 ～ 14：30 （1時間) 保険制度 都　　香里 愛知県健康福祉部国民健康保険課　主査　

14：30 ～ 16：00 （1.5時間) 臨床講座 島　　大輔 学校法人米田学園米田柔整専門学校　教務主査

10：00 ～ 11：30 （1.5時間) 専門基礎分野講座 福山　陽子 特定医療法人米田病院　スポーツ整形外科長

11：30 ～ 12：30 （昼　食）

12：30 ～ 14：30 （2時間) リスクマネジメント 杉江　拓郎 公益社団法人岐阜県柔道整復師会　副会長

14：30 ～ 16：00 （1.5時間) 業務関連講座 船戸　嘉忠 学校法人米田学園米田柔整専門学校　副校長

10：00 ～ 12：00 （2時間) 施術録の意義 伊藤　宣人 公益社団法人三重県柔道整復師会　会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間) 画像読影法 米田　　實 特定医療法人米田病院　理事長

閉　講　式 森川　伸治 日本柔道整復師会東海ブロック会　会長

＊講義時間中適宜休憩

開　　催　　日 時　　間 科　　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 近畿・大阪ブロック会場地図

10：30 ～ 10：50 開　講　式 徳山　健司 公益社団法人大阪府柔道整復師会　会長

11：00 ～ 12：00 （1時間） 研修の目的と意義 川口　貴弘 公益社団法人日本柔道整復師会近畿ブロック会　会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間） 医の倫理 佐々木　仁 大阪府柔道整復師会専門学校　教員

15：10 ～ 17：10 （2時間） 保険制度 下澤　栄美 大阪府福祉部地域福祉推進室指導監査課医療指導グループ　総括主査

10：00 ～ 12：00 （2時間） 施術録の意義 徳山　健司 公益社団法人大阪府柔道整復師会　会長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間） リスクマネジメント 李　　庸吉 大阪府柔道整復師会専門学校　講師

15：10 ～ 16：40 （1.5時間） 臨床講座 河井　好照 公益社団法人大阪府柔道整復師会　理事

10：00 ～ 12：00 （2時間） 画像読影法 大沢　一彰 済生会中和病院放射線科

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間） 専門基礎分野講座 鑪野　佳充 大阪府柔道整復師会専門学校　校長

14：40 ～ 16：10 （1.5時間） 学術講座 杉本　恵理 大阪府柔道整復師会専門学校　教員

 9：30 ～ 10：30 （1時間） 救急処置 李　　庸吉    大阪府柔道整復師会専門学校　講師

10：40 ～ 12：10 （1.5時間） 業務関連講座 河井　好照    公益社団法人大阪府柔道整復師会　理事

12：10 ～ 13：10 （昼　食）

13：10 ～ 15：10 （2時間） 医接連携 坂本　仁司 公益社団法人大阪府柔道整復師会　理事

15：10 ～ 15：20 閉　講　式 川口　靖夫 公益社団法人大阪府柔道整復師会　副会長

＊講義時間中適宜休憩

開　　催　　日 時　　間 科　　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 中国・四国ブロック会場地図

10：30 ～ 11：00 開　講　式

11：00 ～ 12：00 （1時間) 研修の目的と意義 大村　晋司 大村接骨院　院長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間） 学術講座 大村　晋司 大村接骨院　院長

14：40 ～ 16：10 （1.5時間） 臨床講座 濵辺　満治 みどりまち接骨院　院長

10：00 ～ 12：00 （2時間) 保険制度 塚崎　康之 塚崎整骨院　院長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間） 施術録の意義

15：10 ～ 17：10 （2時間） 医接連携

10：00 ～ 12：00 （2時間) 画像読影法 古松　毅之 岡山大学病院整形外科　講師

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間) 医の倫理 粟屋　　剛 岡山商科大学法学部　教授

15：10 ～ 17：10 （2時間) リスクマネジメント 山崎　邦生 山崎整骨院　院長

11：00 ～ 12：00 （1時間) 救急処置 河合　洋二郎 河合内科西口クリニック　院長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 14：30 （1.5時間) 社会活動講座 河本　勝成 公益社団法人岡山県柔道整復師会　学術部員/もずがはな整骨院　院長

14：40 ～ 16：10 （1.5時間) 業務関連講座 藤原　澄男 公益社団法人岡山県柔道整復師会　副会長/山陽名倉堂接骨院　院長

16：30 ～ 17：00 閉　講　式

＊講義時間中適宜休憩

開　　催　　日 時　　間 科　　　目 講　　師 所　　属　・　役　　職 九州ブロック会場地図

14：00 ～ 14：30 　開　講　式

14：30 ～ 15：30 （1時間) 　研修の目的と意義

15：30 ～ 17：30 （2時間) 　医の倫理 有吉　朝美 福岡大学　名誉教授

 9：00 ～ 10：00 （1時間） 　救急処置 中村　篤雄 久留米大学医学部医学科　助教

10：00 ～ 12：00 （2時間） 　画像読影法 黒岩　大三 介護老人保健施設ひのき　施設長

12：00 ～ 13：00 （昼　食）

13：00 ～ 15：00 （2時間) 施術録の意義 村田　栄治 公益社団法人福岡県柔道整復師会　副会長

15：00 ～ 16：30 （1.5時間） 　業務関連講座

16：30 ～ 18：00 （1.5時間） 　社会活動講座

14：00 ～ 15：30 （1.5時間） 　学術講座 守山　正樹 日本赤十字九州国際看護大学　教授

15：30 ～ 17：00 （1.5時間) 専門基礎分野講座 竹下　盛重 福岡大学医学部病理学　教授

 9：00 ～ 11：00 （2時間） 　保険制度 桃田　健志 元福岡県保健福祉部保険指導課長

11：00 ～ 13：00 （2時間） リスクマネジメント 橋本　浩二 橋本整骨院　院長

13：00 ～ 14：00 （昼　食）

14：00 ～ 16：00 （2時間) 　医接連携 曲渕　靖洋 曲渕整骨院　院長

16：00 ～ 16：30 　閉　講　式 塩川　哲也 公益社団法人福岡県柔道整復師会　副会長

＊講義時間中適宜休憩

電話番号　：　０５２－８７１－２２１１　　　　　　　

東　海　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．　９．１０　（日）

10：00 ～ 11：00 （1時間) 森川　伸治 日本柔道整復師会東海ブロック会　会長
公益社団法人愛知県柔道整復師会　会長

２９．１０．　１　（日）

２９．１０．１５（日）

２９．１１．１２　（日）

会　　　場 愛知県柔整会館 愛知県名古屋市中区金山５丁目１３－２２

近　畿　・　大　阪　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．　９．１０　（日）

２９．１０．１５　（日）

２９．１１．１２　（日）

２９．１２．１０　（日）

２９．　９．１０　（日）

２９．１０．　８　（日）

塚崎　康之 塚崎整骨院　院長

２９．１１．５　（日）

会　　　場 大阪柔整会館 大阪府大阪市西区靱本町３－１０－３　５階大ホール 電話番号　：　０６－６４４４－４１５１

中　国　・　四　国　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．１０．１５　（日）

松井　宏樹 学校法人慈恵文化学園福岡医健専門学校　副校長

２９．１０．２８　（土）

２９．１２．　３　（日）

２９．１０．２９　（日）

会　　　場 福岡医療専門学校 福岡県福岡市早良区祖原３－１ 電話番号　：　０９２－８３３－６１２０

会　　　場 朝日医療大学校 岡山県岡山市北区奉還町２丁目７番１号 電話番号　：　０８６－２５５－２０００

　九　州　ブ　ロ　ッ　ク　会　場

２９．１０．１４　（土）
塩川　哲也 公益社団法人福岡県柔道整復師会　副会長

愛知県柔整会館

金山駅北出口より徒歩約15分（約1km ）


