
主催        時  間   会  場 講習会等の予定・演題・講師／会の予定 申込締切日･申込先 備  考 ＪＢＳＶ活動予定

8/3 土 臨研 17：30～19：30  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会  腰の手技療法  講師： 常任理事 河野示
 (前回受講者の感想：筋膜へのアプローチ法がよく解った）

開催日の１週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 8/3 土

＊安雲野市陸上競技場記録会
   松本広域公園陸上競技場にて

患者と柔整
師の会 15：00～16：00 柔道整復師

センター3F
● 業界団体のための登録柔道整復師制度説明会

8/4 日
＊東京都高校生交流大会
   日本空手道会館にて

臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～14:00
③14:10～16:10

柔道整復師セン
ター
地下多目的ホール

● 第12回基礎講習会 １日目
①柔整倫理～医療・接骨の倫理～   講師：弁護士 本多清二先生
②日常遭遇する内科学・地域医療の連携～症例及び施術情報提供紹介書の記入～
   講師：がん研究会有明病院 消化器外科 本多通孝 先生
③包帯法・固定法 ～キャストライトを用いたアキレス腱断裂の固定法～   講師：菅俣弘道会員

 7月19日(金) までに
庶務課まで

③材料費無料 8/6 火

＊第32回教育長杯(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
   飯山市民体育館にて

8/10 土 臨研 16:00～18:00  JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会 コアコンディショニング  講師：相原雄一会員 開催日の１週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～14:00
③14:10～16:10

柔道整復師セン
ター
地下多目的ホール

● 第12回基礎講習会 2日目
①医療接遇 ～患者さんとの良好なコミュニケーションのために必要な接遇とは～
　 講師：一般社団法人日本医療接遇協会 迫中都 先生
②各種徒手検査法 ～腰部から股関節まで～   講師： 理事 山田佳香
③リハビリテーション実技 ～膝の運動機能障害～
   講師：社会医学技術学院 理学療法士 小林規彦 先生

 8月2日(金)までに
JB接骨院または
庶務課まで

8/11 日

＊第122回保土ヶ谷区民ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
   保土ヶ谷スポーツセンターにて
＊京都府障害者スポーツ大会
   京都府体育館にて

ＪＢ 10:00～15:30
柔道整復師センター
2階 接骨医療情報
センター

● 接骨院・整骨院の患者相談ダイヤル 第26回実施日

ＪＢ ● 御巣鷹山慰霊登山医療ボランティア(予定)

● 御巣鷹山慰霊登山医療ボランティア(予定)

ＪＢ ［レセプト受付締切日］ 8/14 水
＊関市町内会対抗野球大会
  関市民野球場にて

8/15 木 臨研 15：00～17：00  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 アナトミートレインと筋肉反射テストの手技療法への応用
    講師：理事上川充広

開催日の１週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

8/15～
17

木～
土

＊第30回日本車いすﾃﾆｽ選手権大会
   厚木市民栄営南毛利ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰにて

8/17 土 8/17 土

＊イタジャイ杯サッカー大会
   蔵波中学校にて

ＪＢ 9:30～12:00
柔道整復師
センター4F

● 保険審査会

臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～15:30

柔道整復師セン
ター
地下多目的ホール

● 第12回基礎講習会 3日目
①リスクマネジメント ～基礎から実例まで～
   講師：社団JB日本接骨師会 常任理事兼接骨医療臨床研修所所長 河野示
②保険のあり方（保険の意義～レセプト記入･実務編まで）
   講師：専務常任理事兼保険部長 諸星眞一
 

 8月9日 (金)までに
JB接骨院または
庶務課まで

ＪＢ 10:00～15:00 柔道整復師
センター

●第67回超音波診断装置研究会      症例検討・分析・プローブ操作実習 他
      超音波診断装置の正しい取り扱い方や、初期の導入者で
      上手く使いこなせない方も奮ってご参加下さい

 8月16日 (金)までに
庶務課まで

8/21 水 臨研 15:00～17:00  JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会  レセコン取扱い基礎から応用まで 講師:ＳＳＢ飯泉清
 

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

8/24 土 ＪＢ 17:30～20:30 ニューオータニイン
札幌

● 北海道地区研修会
    17:30～19:00　柔道整復師施術料療養費請求･受領委任払制度運用方策案勉強会-1部-
    19:10～20:30　懇親会

8/24 土

＊イタジャイ杯サッカー大会
   蔵波中学校にて

ＪＢ 10:00～14:30 ニューオータニイン
札幌

● 北海道地区研修会
    10:00～11:00　地区研修会
    11:00～12:00　柔道整復師施術料療養費請求･受領委任払制度運用方策案勉強会-2部-
    13:00～14:30　特別講習会   講師:高下小児科医院  院長 高下泰三

臨研
全勤

①10:30～12:00
②12:30～15:30

柔道整復師
センター
地下
多目的ホール

● 第12回基礎講習会 4日目
①治療機器の原理 ～干渉電流を用いる電気治療～   講師：オージー技研 （株）
②スポーツ外傷の基礎・実技・テーピング実習～肘関節・手関節・手指の外傷～
   講師：東海大学付属相模高校ラグビー部 アスレティックトレーナー 井澤秀野 先生

 8月9日(金) までに
庶務課まで

②材料費無料

8/29 木                                     ［療養費送金予定日］ 8/27 火
＊第32回教育長杯(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
  飯山市民体育館にて

8/30 金 ＪＢ 13:30～17:00 柔道整復師
センター3F

● 登録柔道整復師制度及び柔整療養費審査･支払機構の説明会

8/31 土 臨研 15:00～17:00  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 柔整徒手整復医学 動体バランス評価と柔整外傷
    講師：会長 五十嵐仁

開催日の１週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 材料代あり 8/31 日

＊イタジャイ杯サッカー大会
   袖ヶ浦市陸上競技場にて

日

＊東日本大震災復興支援ﾁｬﾘﾃｨｰ骨髄ﾊﾞﾝｸﾁｬﾘﾃｨｰ　ｵｰﾌﾟﾝ
ﾄｰﾅﾒﾝﾄｶﾗﾃﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ2013全国大会
   東京体育館にて
＊イタジャイ杯サッカー大会
   蔵波中学校にて

8/25 日

＊イタジャイ杯サッカー大会
   袖ヶ浦市陸上競技場にて

 全国勤務柔整師協会 ℡03-5577-4451     接骨医療臨床研修所付属JB接骨院 ℡03-5308-7855    お申込は電話かＦＡＸにてお願いします
 ※講習会等への参加につきましては事前の予約が無い場合は当日参加をお断りする場合があります    ※講習会でのビデオ・写真撮影は、お断りしております

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成25年8月

開催日
ＪＢＳＶ
活動日

8/4 日

8/11 日

8/12 月

8/18 日

8/25 日

8/18

     ※主催： ＪＢ →社団ＪＢ日本接骨師会  全勤→全国勤務柔整師協会   臨研→接骨医療臨床研修所           平成25年6月28日号 


