
No 開催日 領域 タイトル 講師 備考

1 2006/7/23 整形外科 『間欠跛行の鑑別と鍼灸治療』 坂井 友実 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻教授

2 2006/8/27 眼科 『眼科における鍼灸治療と可能性』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸学教室教授

3 2006/10/22 整形外科 『変形性膝関節症に対する鍼灸治療』 松本 弘巳 筑波技術大学保健学科非常勤講師

4 2006/1/23 婦人科 『月経困難症に対する鍼灸治療』 遠藤 美咲 日本鍼灸理療専門学校講師

5 2007/1/28 内科 『花粉症に対する鍼灸治療』 仲西 宏元 明治鍼灸大学臨床鍼灸医学Ⅲ教室准教授

6 2007/3/25 整形外科 『スポーツ障害による腰痛に対する鍼灸治療』 小松 秀人 （社）日本鍼灸師会常任理事、学術部長

7 2007/5/20 内科 『メタボリックシンドロームと鍼灸』 矢野 忠 明治鍼灸大学健康・予防鍼灸学教室教授

8 2007/7/22 整形外科 『頚椎症に対する鍼灸手技療法』 坂井 友実 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻教授

9 2007/9/23 整形外科 『肩関節周囲炎の機序と鍼灸』 藤井 亮輔 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻准教授

10 2007/11/11 整形外科 『排尿障害に対する鍼灸治療』 北小路 博司 明治鍼灸大学臨床鍼灸医学Ⅱ教室教授

11 2007/12/9 内科 『関節リウマチに対する鍼灸治療』 粕谷 大智 東京大学医学部附属病院リハビリテーション部

12 2008/1/13 整形外科 『腰痛に対する鍼灸治療』 松本 弘巳 筑波技術大学保健学科非常勤講師

13 2008/4/17 婦人科 『不妊症に対する鍼灸治療』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸学教室教授

14 2008/6/22 心療内科 『こころのケアとコミュニケーションの取り方』 茶圓 暁美 ハローワーク新宿就職支援アドバイザー

15 2008/7/27 整形外科 『変形性膝関節症に対する鍼灸治療』 越智 秀樹 明治国際医療大学臨床鍼灸学教室講師

16 2008/9/28 リハビリ 『脳血管障害後遺症に対する鍼灸治療』 山口 智 埼玉医科大学東洋医学科

17 2008/10/26 整形外科 『頚肩部の筋の触察と低周波鍼通電療法』 徳竹 忠司 筑波大学理療科教員養成施設講師

18 2009/1/25 リハビリ 『在宅ケアで応用する運動療法』 柳澤 春樹
国立身体障害者リハビリテーションセンター理療
教育部元教官

19 2009/4/26 内科 『慢性閉塞性肺疾患（COPD）に対する鍼灸治療』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸学教室教授

20 2009/6/28 神経内科 『絞扼性神経障害に対する鍼灸治療』 松本 弘巳
松本治療所　所長・東京有明医療大学非常勤講
師

21 2009/7/26 外科
『外科領域における鍼灸治療の実践
―術後疼痛、術後消化管運動抑制、創傷治癒へのアプローチ―』

今井 賢治 明治国際医療大学臨床鍼灸医学教室准教授

22 2009/9/27 リハビリ 『在宅ケアに必要な呼吸器リハの理論と実際』 福光 英彦 目白大学保健医療学部理学療法学科教授

23 2009/10/25 整形外科 『運動器の炎症と筋の過緊張に対する鍼治療』 宮村 健二 あんしん堂鍼灸院　院長・北陸大学非常勤講師

24 2010/1/24 総合 『鍼灸臨床に活用する触察技術と刺鍼手技』 栗原 勝美 東京都立文京盲学校教諭

25 2010/4/25 内科 『「治未病」としての鍼灸治療　―慢性疲労と軽度認知症を例として―』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸学教室教授

26 2010/6/27 婦人科 『不妊症に対する鍼灸治療』 小井土 善彦
せりえ鍼灸治療室　院長・森ノ宮医療大学非常勤
講師

27 2010/7/25 整形外科 『頸肩腕痛の鍼灸臨床』 松本 弘巳
松本治療所　所長・東京有明医療大学非常勤講
師

28 2010/10/24 耳鼻科 『耳鳴りに対する鍼灸治療』 安藤 文紀 明治東洋医学院専門学校教員養成学科長

29 2010/11/28 整形外科 『坐骨神経痛に対する鍼灸手技療法』 藤井 亮輔 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻准教授

30 2011/1/30 リハビリ
『鍼灸マッサージ師に役立つ基本的な運動療法の実際
～関節可動域（ROM）訓練を中心に～』

譲矢 正二
わしみや治療院　院長・元東京大学リハビリテー
ション部　主任　理学療法士

【資料】

研究会・DVD教材一覧（2005～2010年度）



No 開催日 領域 タイトル 講師 備考

31 2011/4/24 内科 『便通異常と鍼灸治療』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸医学教室教授

32 2011/5/29 整形外科 『頸椎症の診察法と鍼灸治療』 坂井 友実 東京有明医療大学鍼灸学科教授

33 2011/6/26 心身医学 『皮膚感覚の不思議 ― 皮膚と心の身体心理学』 山口 創 桜美林大学心理・教育学系准教授

34 2011/10/23 整形外科 『腰下肢痛に対する鍼灸手技療法』 菊池 友和 埼玉医科大学東洋医学センター

35 2011/11/27
ペインクリニッ

ク
『筋性疼痛に対する鍼灸治療』 伊藤 和憲 明治国際医療大学臨床鍼灸学教室講師

36 2012/1/29 整形外科 『五十肩の鍼灸療法』 松本 弘巳 東京有明医療大学非常勤講師

37 2012/4/22 耳鼻科 『めまい・耳鳴りと鍼灸治療』 矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸医学教室教授

38 2012/5/27 美容 『シワ発生メカニズムと医科学的手法による美顔はり』 土門 奏 土門治療院院長

39 2012/6/24 手技 『応用トリガーポイント手技療法』 徳竹 忠司 筑波大学理療科教員養成施設講師

40 2012/10/28 整形外科 『胸郭出口症候群に対する鍼灸治療』 小糸 康治
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

41 2012/11/25 整形外科 『肩関節周囲炎に対する鍼灸治療』 水出 靖 東京有明医療大学鍼灸学科准教授

42 2013/1/27 整形外科 『腰椎椎間板ヘルニアに対する鍼灸治療』 山下 仁 森ノ宮医療大学鍼灸学科教授

43 2013/4/28 整形外科
『変形性膝関節症の病態と鍼灸治療 ―超高齢社会における鍼灸治療
の目指すもの―』

矢野 忠 明治国際医療大学健康・予防鍼灸医学教室教授

44 2013/5/26 整形外科 『頸肩腕痛の診察と鍼灸手技療法』 斎藤 博 東京都立八王子盲学校教諭

45 2013/6/23 歯科 『歯科領域の頭頸部・顔面部痛の病態と鍼灸治療』 新美 知子
東京医科歯科大学医学部附属病院ペインクリニッ
ク

46 2014/2/11 神経内科 『一次性頭痛の病態と鍼灸手技療法』 山口 智 埼玉医科大学東洋医学センター講師

47 2013/12/1 婦人科
『参加領域の鍼灸治療の可能性 ―妊婦のＱＯＬを高め安全に鍼灸治
療を行うために―』

安野 富美子 東京有明医療大学鍼灸学科教授

48 2014/1/26 泌尿器科 『男性更年期障害の病態と鍼灸治療』 北小路 博司 明治国際医療大学臨床鍼灸学教室教授

49 2014/4/20 皮膚科 『脱毛症と鍼灸治療』 矢野 忠
明治国際医療大学特任教授/明治東洋医学院専
門学校教員養成学科学科長

50 2014/5/25 整形外科 『足関節捻挫と鍼灸手技療法』 吉田 成仁 帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科講師

51 2014/6/22 美容 『美容鍼灸の主観的・客観的評価法と鍼灸治療』 高野 道代
明治東洋医学院専門学校付属治療所鍼灸科主
任

52 2014/9/28 整形外科 『新たな視点に立った腰痛の分類・対策・鍼灸治療』 粕谷 大智
東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼
灸部門主任

53 2014/11/23 リハビリ 『関節モビリゼーションの理論と実際 ―膝関節を中心として―』 藤井 亮輔 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻准教授

54 2015/1/25 内科
『ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）と鍼灸治療 ―ＣＯＰＤってどう診るの？
―』

鈴木 雅雄 福島県立医科大学会津医療センター准教授

55 2015/4/26 神経内科 『認知症に対する鍼灸療法 ―その可能性について―』 矢野 忠
明治国際医療大学特任教授/明治東洋医学院専
門学校教員養成学科学科長

56 2015/5/31 整形外科 『腰下肢痛の診察と鍼灸治療 ―腰部脊柱管狭窄症等を中心として―』 坂井 友実 東京有明医療大学大学院鍼灸学分野教授

57 2015/6/28 神経内科 『神経内科における痛み・しびれの病態と鍼灸治療』 鳥海 春樹 慶應大学大学院理工学研究科特任准教授

58 2015/9/27 婦人科 『更年期障害の最近の話題と鍼灸治療』 辻内 敬子 せりえ鍼灸室広尾分院院長

59 2015/11/22 スポーツ
『スポーツ領域の腰痛に対する評価と鍼灸手技療法 ―触察と手技を
中心として―』

藤本 英樹 東京有明医療大学鍼灸学科助教

60 2016/1/24
ペインクリニッ

ク
『神経因性疼痛の鍼灸治療』 角谷 英治 明治国際医療大学鍼灸学部大学院教授

【資料】

研究会・DVD教材一覧（2011～2015年度）



No 開催日 領域 タイトル 講師 備考

61 2016/4/24
 ペインクリ

ニック
『慢性痛の病態とその特徴および鍼灸マッサージ治療について』 矢野 忠

明治国際医療大学特任教授・明治東洋医学院専
門学校教員養成学科学科長

62 2016/5/22 整形外科 『変形性膝関節症に対する鍼灸治療』 野口 榮太郎 筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻教授

63 2016/6/26 婦人科 『不妊のための鍼灸治療』 木津 正義 明生鍼灸院副院長

64 2016/10/30 整形外科 『腰痛に対する鍼灸手技療法』 栗原 勝美 東京都立文京盲学校教諭

65 2016/11/27 内科 『血圧異常の病態と鍼灸治療 ―特に高血圧症を中心として―』 廣 正基 
明治国際医療大学鍼灸学部保健・老年鍼灸学講
座教授

66 2017/1/22 内科 『呼吸による心身の健康法』 本間 生夫 東京有明医療大学副学長

67 2017/4/23 精神科 『うつと鍼灸マッサージ療法 ―現代の社会をケアする―』 矢野 忠
明治国際医療大学特任教授・明治東洋医学院専
門学校教員養成学科学科長

68 2017/5/28 内科 『がん患者の診察法と鍼灸治療』 福田 文彦
明治国際医療大学鍼灸学部臨床鍼灸学講座教
授

69 2017/6/25
東洋医学的技

法
『筋パルス各論 ―臨床で扱う機会が多い骨格筋の特徴と通電法―』 徳竹 忠司 筑波大学理療科教員養成施設講師

70 2017/10/29 整形外科
『腰下肢痛の診察法と鍼通電療法の実際 ―神経・椎間関節・筋肉へ
の刺鍼法―』

山口 智 埼玉医科大学東洋医学科講師

71 2017/12/10 整形外科
『頚肩腕症候群（痛）の効果を導く刺鍼部位と刺入深度 ―後頭下筋群
と肩甲背神経へのアプローチ―』

粕谷 大智
東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼
灸部門主任

72 2018/1/21 精神科 『認知行動療法と臨床への応用』 茶圓 暁美
富士見メンタルクリニック・東京有明医療大学非常
勤講師　臨床心理士

73 2018/4/22 内科 『疲労に対する鍼灸マッサージ ―疲労の機序とその対策―』 矢野 忠 明治国際医療大学学長

74 2018/5/27 歯科 『歯科領域における頭頸部・顔面部痛の診察および鍼治療』 新美 知子 
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科口
腔顔面痛制御学分野

75 2018/6/24 神経内科 『三叉神経の基礎と臨床』 久島 達也 帝京成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科教授

76 2018/10/28
東洋医学的技

法
『神経パルスの基礎と実際』 藤井 亮輔 筑波技術大学保健科学部鍼灸学専攻教授

77 2018/12/9
東洋医学的技

法
『徒手呼吸療法による痛み、しびれの緩和の理論と実践』 内田 真弘

神奈川衛生専門学校・筑波大学理療科教員養成
施設非常勤講師

78 2019/1/20 リハビリ 『健康の保持増進のための運動療法 ―運動の良い面と悪い面―』 高橋 康輝 東京有明医療大学保健医療学研究科准教授

79 2019/4/28 内科 『いわゆる足のむくみと鍼灸マッサージ』 矢野 忠 明治国際医療大学学長

80 2019/5/26 泌尿器科
『排尿障害に対する鍼灸手技療法の可能性 ―排尿機能に及ぼす作
用からみた効果―』

堀田 晴美 
東京都健康寿医療センター研究所自律神経機能
研究室研究部長

81 2019/6/30 運動器 『頚椎腕痛の病態のとらえ方と鍼灸治療』 坂井 友実 東京有明医療大学鍼灸学科教授

82 2019/9/29 運動器 『ライフサイクルを考慮した女性の腰痛に対する鍼灸療法』 小井土 義彦
せりえ鍼灸室院長・東京有明医療大学非常勤講
師

83 2019/11/24 高齢者 『嚥下障害の病態と鍼灸治療』 谷 万喜子
関西医療大学保健医療学部はり・灸スポーツト
レーナー学科教授

84 2020/1/26 眼科 『眼精疲労の病態とマッサージ療法』 福島 正也
筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻
講師

85 2020/11/22 泌尿器科 『男性更年期障害と鍼灸治療』　(オンライン講座) 谷口 博志 東京有明医療大学鍼灸学科講師

86 2021/3/28 消化器
『ＩＢＳも含めた便通障害と鍼灸マッサージ療法について』　（オンライン
講座）

矢野 忠 明治国際医療大学学長

87 2021/5/30 眼科 『スマホ社会の目の疲れと鍼灸マッサージ』 矢野 忠 明治国際医療大学学長

88 2021/6/20 脳神経科
『脳卒中に対する鍼灸治療の実際‐後遺症の改善と脳血流の増加反
応について』

山口 智 埼玉医科大学東洋医学科准教授

89 2021/7/25 運動器 『慢性の膝関節痛の病態と鍼灸手技療法』 藤井 亮輔 筑波技術大学名誉教授　一枝のゆめ治療院院長

90 2021/10/3 精神科 『鍼灸臨床で必要なうつ病の病態把握と鍼灸治療』 松浦 悠人 東京有明医療大学鍼灸学科助教

【資料】

研究会・DVD教材一覧（2016～2021年度）



No 開催日 領域 タイトル 講師 備考

91 2021/11/28 婦人科 『レディース領域における鍼灸治療とその実際』 安野 冨美子 東京有明医療大学鍼灸科教授

92 2022/1/23 運動器 『腰痛の診察法と病態に基づく鍼・あん摩療法』 前田 智洋 筑波大学付属視覚特別支援学校教諭

【資料】

研究会・DVD教材一覧（2021～年度）


