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2020 年度セミナー学会情報 

 

2020/12/13 

北海道ウェビナー 

【日時】2020/12/13 9:00～10:00 

【主催】JAC 北海道ブロック 

【テーマ】上腕骨外側上顆炎（テニス肘）に対する最新の知見 

【講師】金子翔拓先生（北海道文教大学大学院リハビリテーション科学研究科 准教授） 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【申し込み】ウェビナー申し込み 

【お問合せ】吉橋 メール hidedayo@gmail.com 

【利用規約】事前にお読みください 

2020/12/02 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/12/2 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】セッション 13 ストレスと中枢神経 

【講師】若槻朋彦先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/11/28 

関東甲信越ブロック懇親会 

【日時】2020/11/28 20:00～22:00 

【主催】JAC 関東甲信越ブロック 

【テーマ】第 2 回懇親会 

【対象】JAC 会員 

【参加料】無料 

【人数】最大 20 名 

【お問合せ】JAC 関東甲信越ブロック 

2020/11/18 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/11/18 13:00～14:00 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TsNe7-skSvKOE3nlAYtnKg
http://jach20100727.blog135.fc2.com/
https://jac-west.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/JAC%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%94%B2%E4%BF%A1%E8%B6%8A%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-1411633285790496/
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【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】セッション 12 ストレスと自律神経系 

【講師】若槻朋彦先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/11/04 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/11/4 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】セッション 11 トークセッション 

【講師】三津橋二雄先生、作田優先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/11/03 

第 11回日本カイロプラクティック科学学会学術大会 

【日時】2020/11/3 

【会場】交通ビル（会場・オンライン同時開催） 

【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】カイロプラクターに必要なヘルスリテラシー 

【大会長】高柳師門（しもんカイロプラクティック/JAC 常務委員長） 

【詳細】学術大会詳細 

2020/10/17 

関東甲信越ウェビナー 

【日時】2020/10/17 20:00～21:00 

【主催】JAC 関東甲信越ブロック 

【テーマ】日々の臨床について 

【講師】山田広志先生、東堂達也先生、作田優先生  

【司会】尾口修平先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 関東甲信越ブロック 

2020/09/30 

https://jac-west.jimdofree.com/
https://jac-west.jimdofree.com/
https://www.chiropractic.or.jp/congress/
https://www.facebook.com/JAC%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%94%B2%E4%BF%A1%E8%B6%8A%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-1411633285790496/
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西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/9/30 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】海外セミナーを聞いて理解するコツ 

【講師】丹野孝治先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/09/16 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/9/16 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】ストレスと代謝因子 

【講師】若槻朋彦先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/09/02 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/9/2 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】信頼される問診テクニック 

【講師】中塚祐文先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】ウェビナー登録 

2020/08/19 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/8/19 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】ストレスと小児 

【講師】臼田純子先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

https://jac-west.jimdofree.com/
https://jac-west.jimdofree.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8Jkhxgl3RASmNnVHa0TaHg
https://jac-west.jimdofree.com/
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2020/08/05 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/8/5 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】英語に対応しよう 

【講師】丹野孝治先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/07/15 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/7/15 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】ストレスと免疫 

【講師】新井直澄先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/07/01 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/7/1 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】HP 作成のポイント 

【講師】佐藤靖子氏 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/06/18 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/6/18 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】カイロプラクティックシリーズ イントロダクション 

【講師】若槻朋彦先生 

【対象】JAC 会員 

https://jac-west.jimdofree.com/
https://jac-west.jimdofree.com/
https://jac-west.jimdofree.com/
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【受講料】無料 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/06/14 

2020年度 JAC定時総会 

【日時】2020/6/14 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】開催延期 

【お問合せ】JAC 事務局 電話：03-3578-9390 Email: info@jac-chiro.org 

2020/06/02 

西日本ウェビナーシリーズ 

【日時】2020/6/2 13:00～14:00 

【主催】JAC 西日本ブロック 

【テーマ】事業継続のために 

【講師】松永典弘先生 

【対象】JAC 会員 

【受講料】無料 

【締切】2020 年 6 月 1 日まで 

【お問合せ】JAC 西日本ブロック 

2020/01/28 

Care Show Japan 

【日時】2020/01/28-29 

【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 2020 

【詳細】Care Show Japan 

2020/01/26 

第十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】2020/1/26 

【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】webmaster@chiroreg.jp 

 

https://jac-west.jimdofree.com/
mailto:info@jac-chiro.org
https://jac-west.jimdofree.com/
https://care-show.com/
http://www.chiroreg.jp/
http://www.ibce.org/
mailto:webmaster@chiroreg.jp
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2020/01/19 

第２回五十嵐 DC セミナー 

【日時】2020/1/19 10 時～17 時 

【会場】リファレンス駅東ビル 3 階「H-6 会議室」 

【主催】JAC 九州ブロック 

【テーマ】頭蓋と顎関節 

【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） 

【参加費】 会員 5,000 円 非会員 10,000 円 

【申込】 石丸（サニーカイロプラクティック）0956-76-9280 info@is-chiro.com 


