
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

2/1 土 臨研 17:00～19:00  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 包帯法・固定法  講師：菅俣弘道会員
  (前回受講者の感想: 腰のテーピングの解りやすい指導がよかった）

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 材料代あり

2/2 日
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13回基礎講習会 第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・感染症センター都立駒込病院 呼吸器内科 渡邊景明 先生
③包帯法・固定法 ～5裂綿包帯を用いた頚部から上肢までの固定法～ 講師：主任監事 梅津芳衛

受付終了
③材料費

無料
2/2 日

＊第4回全千葉空手道選手権大会
   佐倉市民体育館メインアリーナにて
＊第45回女子、第37回男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
   本宮市白沢総合体育館にて
＊春の小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ選手権
   あづま総合体育館にて
＊ポンちゃんカップ2014長野オープンバトミントン大会
   長野運動公園体育館にて

2/5 水 臨研 14:30～16:30  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 足病学  講師：松原伸行会員
  (前回受講者の感想:テニスボールを使ったマッサージ法を早速取り入れたい）

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

学生は
受講不可

2/8 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:簡便で効果の高い治療法を教えて頂き為になった）

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

ＪＢ 10:00～15:30
柔道整復師
センター2Ｆ

● 接骨院・整骨院の患者相談ダイヤル 第32回実施日

ＪＢ 16:00～18:00
柔道整復師
センター3Ｆ

● 第3回　患者相談ダイヤル相談員研修会

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13回基礎講習会 第2日目
①医療接遇 ～高い接遇力は大いなる付加価値である～
   講師：サンリカ講師 日本航空元ﾌﾗｲﾄｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ 葛西千鶴子 先生
②各種徒手検査法 ～膝部・下腿部・足部～   講師：理事 山田佳香
③リハビリテーション実技 ～寝返りを使った脊柱の運動療法　頸椎編～
   講師：NTT東日本 関東病院 リハビリテーション科 理学療法士 江原弘之 先生

2月5日（水）までに
武田まで

2/10 月   ［レセプト受付締切日］

ＪＢ 13:00～14:30
柔道整復師
センター4F

● 第4回　常任理事会

ＪＢ 14:40～16:40
柔道整復師
センター3F

● 第3回　理事会

2/15 土 臨研 16:00～18:00
 JB接骨院 ● 接骨医療臨床研修所講習会  体幹トレーニング 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

ＪＢ 9:30～12:00
柔道整復師
センター4F

● 保険審査会

ＪＢ 13:00～16:00 柔道整復師
センター3F

● 第2回　柔道整復施術ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成にあたって(全体会議) 2月7日（金）までに
ＦＡＸにて（担当：澤田・前田）

臨研
全勤

①10:30～13:30
②14:00～15:30

柔道整復師
センター

地下多目的
ホール

● 第13回基礎講習会 第3日目
①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
② リスクマネジメント  講師：副会長 伊集院克

2月13日（木）までに
武田まで

2/19 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

14:30～16:30  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 治療効果とパフォーマンスを上げる動作指導の実際（テーピング）
    講師：望月真会員 (前回受講者の感想:臨床での具体的な動作説明が勉強になった）
 

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで 材料代あり

16:50～18:50  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   (前回受講者の感想:受講して治療の幅が広がった）

開催日の1週間前までに
JB接骨院または庶務課まで

2/22 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 平衡反射応用による柔整外傷への対応
    講師：会長 五十嵐仁  (前回受講者の感想: 局所に触れず施術し、効果が出るので驚いた）

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

ＪＢ 10:00～16:00
リーガル
ロイヤル

ホテル広島

● 島根･岡山･広島･鳥取地区研修会
    10:00～10:45　地区研修会
    10:45～12:15　柔道整復師施術料療養費請求･受領委任払制度
　　　　　　　　　　  運用改善方策(案)意見交換会-1部-
    12:15～12:45  昼食会
    12:45～14:45　柔道整復師施術料療養費請求･受領委任払制度
　　　　　　　　　　 運用改善方策(案)意見交換会-2部-
    14:55～16:00　懇親会

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13回基礎講習会 第4日目
①治療機器の原理 ～明日から使える電気治療器の豆知識（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｽﾄﾚｯﾁ）～
   講師：株式会社 ウィルメディカル
②スポーツ外傷の基礎・実技・テーピング実習 【JBSV認定講習会】
    ～スポーツ外傷のアスレティックリハビリテーションの実際～ 講師：理事 矢萩裕
 

2月14日（金）までに
武田まで

②材料費
無料

2/27 木 ［療養費送金予定日］

＊京都府ｸﾗﾌﾞ連盟ﾘｰｸﾞ戦ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ
   口丹波勤労者福祉会館にて

2/23 日 2/23 日

＊京都府ｸﾗﾌﾞ連盟ﾘｰｸﾞ戦ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ
   丹波自然公園体育館にて
＊京都府ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
   京都府立体育館にて
＊2014小学生オープン
   ホワイトリングにて
＊第24回中野区民ﾊﾟﾄﾞﾙﾃﾆｽ100歳大会
    中野体育館にて

木 臨研

 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26年2月

開催日
ＪＢＳＶ
活動日

2/9 日 ２/９ 日

＊第126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
＊京都府ｸﾗﾌﾞ連盟ﾘｰｸﾞ戦ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ
   口丹波勤労者福祉会館にて
＊第45回女子、第37回男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
   本宮市白沢総合体育館にて

2/11 火
(祝)

2/16 日

2/20

2/16 日

     ※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26年1月31日号 


