
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

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15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
②日常遭遇する内科学 ～腰痛のピットホール～　講師:尾泉内科医院 院長 尾泉博 先生
③包帯法・固定法 ～各関節における包帯固定法及びサポート材の活用法～
   講師:“患者と柔道整復師の会”柔道整復師代表 加藤剛

2/1 日

＊第46回女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
    大宮市白沢総合体育館にて

患者と
柔整師
の会

13:30～15:30 柔道整復師
センター3Ｆ

● 患者と柔道整復師の会有識者会議

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44回実施日

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15回 基礎講習会 第2日目
①医療接遇 ～明日から使える心理テクニック～
    講師:エデュ コミュニケーション 桑田みか 先生
②各種徒手検査法 ～下肢に対する整形外科的評価法～
　  講師:常任理事 矢萩裕
③リハビリテーション実技 ～坐骨神経痛に対する評価と運動療法～
    講師:西鶴間メディカルクリニック リハビリテーション科 部長 江原弘之 先生

2月3日（火）までに
総務課まで

2/10 火  ［レセプト受付締切日］

JB 13:30～14:30 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
センター地下
多目的ホール

● 第3回　理事会

2/12 木 臨研 15:00～17:00  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 キネシオロジーと手技療法 皮膚・筋膜・内臓・脳神経の
   相互関連を学ぶ  講師:理事 上川充広 (前回受講者の感想:毎回大変親切な講義で理解し易い ）

開催日の約1週間前
までに総務課まで

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15回 基礎講習会 第3日目
①リスクマネジメント ～実際の治療現場のヒヤリはっと!!～
   講師:森島輝夫 会員
②スポーツ外傷の基礎・実技・テーピング実習 ～上肢（肩・肘・手）～　【JBSV認定講習会】
   講師:菅俣弘道 会員

2月6日（金）までに

総務課まで

2/18 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

 

開催日の約1週間前
までに総務課まで

JB 17:30～19:00 ロイヤルパー
クホテル高松

● 香川･愛媛･高知･徳島地区研修会
17:30～19:00　症例検討会

2月6日（金）までに
総務課まで

臨研 16:00～18:00
● 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
   (前回受講者の感想：ポールを使用してのトレーニングを学べて良かった。）

開催日の約1週間前
までに総務課まで

JB 10:00～15:00 ロイヤルパー
クホテル高松

● 香川･愛媛･高知･徳島地区研修会
10:00～11:00　特別講習会Ⅰ
                    ①急性期を経過した外傷に関するガイドライン(指針)－柔道整復療養費のため－
                    ②柔整療養登録制と施術情報等療養費審査資料収集基準
11:10～12:40　地区研修会
13:30～15:00　特別講習会Ⅱ
                   予診表と施術録の記載について－主に患者調査による返戻への対策について－

2月6日（金）までに
総務課まで

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15回 基礎講習会 第４日目
①治療機器の原理 ～スポーツと物理療法 ～   講師:フィジオプラス(株)
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:常任理事 荻原啓二

2月13日（金）までに

総務課まで 2/22 日

＊京都府ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟ﾘｰｸﾞ戦
    ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ(第6週)
    口丹波勤労福祉会館にて
＊オープン大会 南長野運動公園にて

［療養費送金予定日］

臨研 17:30～19:30  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会 キネシオロジーと手技療法 皮膚・筋膜・内臓・脳神経の
   相互関連を学ぶ  講師:理事 上川充広

開催日の約1週間前
までに総務課まで

JB 未定
福岡県中小
企業振興
センター

● 福岡･佐賀･大分･宮崎･長崎･熊本･鹿児島･沖縄地区研修会 (2月28日～3月1日の1泊) 宿泊先は
別となります

臨研 17:00～19:00  JB接骨院
● 接骨医療臨床研修所講習会  柔整徒手整復医学  体性反射応用の柔整外傷勉強会
    講師：会長 五十嵐仁 (前回受講者の感想：負傷するメカニズムを教わり興味が湧いた）

開催日の約1週間前
までに総務課まで 材料代あり

日

2/28 土

ＪＢ事務連絡  講習会・研修会他のお知らせ 平成27年2月

開催日
ＪＢＳＶ
活動日

2/1 日

2/26 木

 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

2/8 日

2/11 水
(祝) 2/11 水

(祝)

＊京都府ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟ﾘｰｸﾞ戦
    ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ(第5週)
    口丹波勤労福祉会館にて

2/15 日

2/21 土

2/22

2/8 日

＊京都府ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟ﾘｰｸﾞ戦
    ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ(第4週)
    口丹波勤労福祉会館にて
＊第38回男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
    大宮市白沢総合体育館にて
＊平成27年関東高校生強化大会
    日本空手道会館にて

     ※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27年1月30日号 

臨床研修所講習会に参加の方は必ず下足袋をご持参ください 

実技の場合はハーフパンツ、テーピング用ハサミもご持参ください 


