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2019 年度セミナー学会情報 

2019/12/08 

ランナーの為の栄養学セミナー 

【日時】2019/12/8 

【会場】TKP スター会議室銀座カンファレンスルーム 

【主催】日本スポーツカイロプラクティック連盟 

【協力】日本カイロプラクターズ協会 

【テーマ】～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ④～ 

ランナーの為の栄養学、日々の食事やレース前後の食事などを中心とした内容、臨床でよく見か

ける栄養学的疾患の紹介 

【講師】部谷祐紀先生（五輪日本選手団公式トレーナー・管理栄養士・鍼灸師・あん摩マッサー

ジ指圧師） 

【受講料】会員：7,000 円（当日支払、早期後申込）・5,000 円（11 月 30 日までの早期申

込）・学生：3,000 円 

【申込】info@jfocs.org 

2019/12/07 

第 23回日本統合医療学会 

【日時】2019/12/07-08  

【場所】かごしま県民交流センター 

【主催】一般社団法人日本統合医療学会 

【テーマ】敬天愛人 

【大会長】吉田紀子 

【詳細】第 23 回日本統合医療学会 

2019/12/01 

JAC 西日本ブロック東海地区勉強会 

【日時】2019/12/1 午後 1 時～4 時 30 分 

【会場】名古屋国鉄会館 602 号室  

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】理学検査所見による施術選択の考察－理学検査所見をどう考えるか？ 

【講師】辻本善光先生（辻本カイロオフィス代表・元 ICC 講師） 

【参加費】 3,000 円 

【申込】 info@jac-chiro.org 03-3578-9390 

 

 

 

http://imj2019.com/
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2019/11/24 

後藤 DC セミナー 

【日時】2019/11/24 午前 9 時～午後 4 時 

【会場】かでる２・７道民活動センター 6 階  

【主催】JAC 北海道ブロック 

【テーマ】カイロプラクティックテクニックと臨床のヒント 

【講師】後藤雅博先生（後藤カイロオフィス院長） 

【参加費】 4,000 円（会員） 

【懇親会】 4,000 円（11 月 23 日午後 7 時から） 

【申 込】 hidedayo@gmail.com 011-251-4707 

2019/11/03 

第 10回日本カイロプラクティック科学学会学術大会 

【日時】2019/11/3-4 

【会場】昭和女子大学オーロラホール 

【主催】日本カイロプラクティック科学学会 

【後援】日本カイロプラクターズ協会・日本スポーツカイロプラクティック連盟 

【テーマ】エビデンスに基づく臨床を目指して 

【大会長】明田清吾 

【詳細】第１０回学術大会詳細 

2019/10/16 

2019年世界脊椎デー・無料体験イベント 

【日時】2019/10/16  

【場所】Flatto 日本橋 

【主催】一般社団法人日本カイロプラウターズ協会 

【協力】東京カレッジオブカイロプラクティック 

【後援】厚生労働省スマートライフプロジェクト・中央区・中央区社会福祉協議会 

【テーマ】健康寿命を延ばす姿勢とセルフケア 

【詳細】2019 年世界脊椎デー 

2019/10/06 

第１回五十嵐 DC セミナー 

【日時】2019/10/6 10 時～17 時 

【会場】リファレンス駅東ビル 3 階 H-6 会議室（福岡市）  

【主催】JAC 九州ブロック 

【テーマ】頭蓋と顎関節テクニックと AK 

【講師】五十嵐由樹先生（山野学苑山野医療専門学校専科教員） 

https://www.chiropractic.or.jp/congress/
https://www.jac-chiro.org/wsd2019.html
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【参加費】 会員 5,000 円 非会員 10,000 円 

【申 込】 info@is-chiro.com 0956-76-9280（石丸） 

2019/09/29 

Greenway先生講演会 

【日時】2019/9/29 

【会場】味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター 

【主催】JAC 関東甲信越ブロック 

【協力】日本スポーツカイロプラクティック連盟 

【テーマ】～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ③～ 

競技大会の多職種連携診療に従事するカイロプラクターの役割と複 雑な制度：カイロプラクタ

ーに求められる技術とマネジメント 

【講師】Tom Greenway 先生（IOC カイロ部門代表） 

【詳細】申し込みフォーム 

2019/08/18 

JAC 九州ブロックオープンセミナー 

【日時】2019/8/18 午前 10:00～17:00 

【場所】シェアオフィス SUMIYOSHIBASE 

【主催】JAC 九州地域ブロック 

【テーマ】アスレティックトレーナーの役割とテクニックセミナー 

【講師】管進吾先生（元ソフトバンクホークストレーナー） 

【詳細】JAC 九州地域ブロック 

【お問合せ】サニーカイロプラクティック 

0956-76-9280 

Email: info@is-chiro.com 

【締め切り】2019 年 8 月 11 日 

2019/06/16 

2019年度 JAC定時総会 

【日時】2019/6/16 午前 10:00～12:00 

【場所】味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター 

【主催】日本カイロプラクターズ協会 

【セミナー】13:00～16:00 

【主催】JAC 関東甲信越ブロック 

【協力】日本スポーツカイロプラクティック連盟 

【テーマ】～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ②～ 

「臨床で役立つ医学英語」 

【講師】丹野孝治先生 

https://www.jac-chiro.org/tgseminar2019.html
http://kyushu.nobody.jp/seminar.html
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【詳細】総会後セミナー 

【お問合せ】JAC 事務局 03-3578-9390 

Email: info@jac-chiro.org 

2019/05/19 

JAC 関東甲信越ブロック総会セミナー 

【日時】2019/5/19  

【総会】午後 12 時～ セミナー 午後 1 時～5 時 

【場所】味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町 CC（東京） 

【主催】JAC 関東甲信越ブロック 

【題目】～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ①～ 

オリンピック・パラリンピックでのカイロプラクティックケア 

【講師】Martin Camara 先生 

【参加費】会員 10,000 円・学生 無料・非会員 20,000 円 

【問い合わせ】明田清吾 info@akedachiro.com 

2019/04/29 

JAC 西日本ブロックカンファレンス 2019 

【日時】2019/4/29-30 

【場所】兵庫県中央労働センター（神戸） 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【題目】「痛みのカイロプラクティック臨床の発展」 

【講演者】浅野敏広先生、荒川恵史先生、臼田純子先生、清水進之介先生、中塚祐文先生、成瀬

弘絵先生、三好成子先生、吉川祐介先生、吉澤公二先生、他 

【詳細】JAC 西日本ブロック HP 

【参加費】5,000 円（学生 3,000 円・非会員 15,000 円） 

【問い合わせ】若槻 to12momo50@gmail.com  

2019/03/20 

第 15回WFC 世界大会 

【日時】2019/03/20-23  

【場所】ベルリン、ドイツ 

【主催】世界カイロプラクティック連合、欧州カイロプラクターズ連合 

【題目】世界的に普及する脊椎ケア 

【詳細】15th WFC Biennial Congress 

2019/02/24 

JAC 北海道ブロックセミナー 

【日時】2019/2/24 

https://www.jac-chiro.org/assemblyseminar2019.html
mailto:info@jac-chiro.org
mailto:info@akedachiro.com
https://jac-west.jimdo.com/
https://www.epic2019.net/
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【場所】かでる 27 北海道立道民活動センター（札幌） 

【主催】JAC 北海道ブロック 

【題目】「アナトミー・トレインズのカイロプラクティック臨床への活用とスポーツ障害予防」 

【講師】後藤雅博先生 

【申し込み】鎌田 qqfa5np9@happytown.ocn.ne.jp 

電話 011-685-2248（2 月 16 日まで） 

【参加費】6,000 円（前日に懇親会予定。会費別途 4,000 円） 

2019/01/27 

第九回カイロプラクター登録試験 

【旧称】JCR-IBCE カイロプラクティック統一試験 

【日時】2019/1/27 

【場所】新橋 IK ビル 会議室 東京都港区 

【主催】日本カイロプラクティック登録機構（JCR） 

【協力】国際カイロプラクティック試験委員会（IBCE） 

【お問い合わせ】Email webmaster@chiroreg.jp 

2019/01/23 

Care Show Japan 

【日時】2019/01/23-24  

【場所】東京ビッグサイト 

【主催】UBM ジャパン株式会社 

【題目】統合医療展 2019 

【詳細】Care Show Japan 

http://www.chiroreg.jp/
http://www.ibce.org/
mailto:webmaster@chiroreg.jp
https://care-show.com/

