
 

『呉竹医療専門学校 公開講座』の開催について 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、貴会の皆様におかれま

しては、平素より呉竹学園の教育に格別なるご厚志を賜り誠にありがとうございます。 
さて、呉竹医療専門学校では、下記のとおりに公開講座を開催致します。各講座は、

日常業務で活用できる内容となるように計画致しましたので、貴会の皆様には奮ってご

参加頂きたくお願い申し上げます。 
謹白 

記 
  １．日程等について 
   日程・テーマ・講師については下表のとおりです。 

時間 
 
開催日等 

第Ⅰ部 
(午後１時から２時 30 分迄) 

第Ⅱ部 
(午後３時から４時 30 分迄) 

10 月 31 日(日) 
 

申込期日 
10 月 27 日(水) 

『スポーツ鍼灸１』 
【内容】ランニング系スポーツのコン

ディショニング 
 
【講師】金子 泰久 
（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）

『メディカルチェック』 
【内容】健康増進のための運動や高脂血症な

どの運動療法を安全に行うための健

康チェックと問題点の把握 
【講師】松原 哲 
（循環器専門医・健康スポーツ医・医学博士・

呉竹メディカルクリニック院長） 

11 月 28 日(日) 
 

申込期日 
11 月 24 日 (水 ) 

『スポーツ鍼灸２』 
【内容】フィールド系スポーツのコン

ディショニング 
【講師】上原 明仁 
（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）

『閉塞性動脈硬化症と運動療法』
【内容】閉塞性動脈硬化症の最近の動向

 
【講師】村瀬 訓生 
（東京医科大学健康増進スポーツ医学講座講師・医学博士）

12 月 19 日(日) 
 

申込期日 
12 月 15 日(水) 

『スポーツ鍼灸３』 
【内容】①スポーツ鍼灸の取り組みと

その考え方 
②標準予防策と鍼治療 

【講師】古屋 英治 
（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）

『鍼灸臨床とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ』 
【内容】開業鍼灸院で多くみられる事

例とその予防策 
【講師】池田 教克 
(社団法人日本鍼灸師会ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会委

員長・社団法人群馬県鍼灸師会会長) 

1 月 23 日 (日 ) 
 

申込期日 
1 月 19 日 (水 ) 

『スポーツ鍼灸４』 
【内容】鍼治療・鍼刺激とコンディシ

ョニング 
【講師】古屋 英治 
（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）

『スポーツとトレーニング』 
【内容】有酸素系及び無酸素系エネルギー代

謝評価に基づくトレーニング 
【講師】浜岡 隆文 
（立命館大学スポーツ健康科学部副学部長・

教授・医学博士） 
 

２．会場 
  呉竹医療専門学校 
  住所：さいたま市大宮区桜木町１-185-1（JR大宮駅西口徒歩 5 分･そごう裏：下図）   

 

３．参加費 
  無 料 

   

４．お申し込み方法 
  申込期日までに次頁の申込書に必要事項を記載のうえ、 

ＦＡＸ（048-658-0005）にてお申し込み下さい。 
   

  ５．お問い合わせ及びお申し込み先 
    呉竹医療専門学校 
    電話：048-658-0001  FAX：048-658-0005  

http://www.kuretake.ac.jp/topic/toyoigaku_rinsyo_kenkyujyo.htm
http://www.kuretake.org/internal_medicine.htm
http://www.kuretake.org/internal_medicine.htm
http://www.kuretake.org/index.htm
http://www.kuretake.ac.jp/topic/toyoigaku_rinsyo_kenkyujyo.htm
http://www.tmu-sports-med.jp/staff/staff2.html
http://www.tmu-sports-med.jp/staff/staff2.html
http://www.tmu-sports-med.jp/index.html
http://www.kuretake.ac.jp/topic/toyoigaku_rinsyo_kenkyujyo.htm
http://www.harikyu.or.jp/
http://gunma.harikyu.or.jp/
http://www.kuretake.ac.jp/topic/toyoigaku_rinsyo_kenkyujyo.htm
http://www.ritsumei.ac.jp/shs/virtual/
http://www.ritsumei.ac.jp/shs/virtual/
http://www.ritsumei.jp/shs/index_j.html
http://www.kuretake.ac.jp/o_therapeutic/intro_location.htm
http://www.kuretake.ac.jp/o_therapeutic/intro_location.htm
http://www.kuretake.ac.jp/o_therapeutic/intro_location.htm


 

『呉竹医療専門学校 公開講座』申込書 
 
呉竹医療専門学校 
 校 長  坂 本  歩 殿 
 

申 込 日 
 

フリガナ  

氏  名  

住  所 
 

電話番号 
 

    
  私は貴校が開催する公開講座の参加について、以下のとおりに申し込みます。 

参加希望講座 
(該当欄に○印) 

日 時 テーマ及び講師 

申込期日 10/27(水) 

平成 22 年 10 月 31 日(日) 
第Ⅰ部（午後 1時～2時 30分）

『スポーツ鍼灸１』 
金子 泰久 
（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐） 

申込期日 10/27(水) 

平成 22 年 10 月 31 日(日) 
第Ⅱ部（午後 3時～4時 30分）

『メディカルチェック』 
松原 哲（循環器専門医・健康スポーツ医・

医学博士・呉竹メディカルクリニック院長） 

申込期日 11/24(水) 

平成 22 年 11 月 28 日(日) 
第Ⅰ部（午後 1時～2時 30分）

『スポーツ鍼灸２』 
上原 明仁 

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐） 

申込期日 11/24(水) 

平成 22 年 11 月 28 日(日) 
第Ⅱ部（午後 3時～4時 30分）

『閉塞性動脈硬化症と運動療法』 
村瀬 訓生（東京医科大学健康増進スポー

ツ医学講座講師・医学博士） 

申込期日 12/15(水) 

平成 22 年 12 月 19 日(日) 
第Ⅰ部（午後 1時～2時 30分）

『スポーツ鍼灸３』 
古屋 英治（呉竹学園東洋医学臨床研究所

所長・医学博士） 

申込期日 12/15(水) 

平成 22 年 12 月 19 日(日) 
第Ⅱ部（午後 3時～4時 30分）

『鍼灸臨床とリスクマネジメント』

池田 教克（(社)日本鍼灸師会ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

委員会委員長・(社)群馬県鍼灸師会会長） 

申込期日 1/19(水) 

平成 23 年 1 月 23 日(日) 
第Ⅰ部（午後 1時～2時 30分）

『スポーツ鍼灸４』 
古屋 英治（呉竹学園東洋医学臨床研究所

所長・医学博士） 

申込期日 1/19(水) 

平成 23 年 1 月 23 日(日) 
第Ⅱ部（午後 3時～4時 30分）

『スポーツとトレーニング』 
浜岡 隆文（立命館大学スポーツ健康科学

部副学部長・教授・医学博士） 
   

  お申し込み FAX 番号 048-658-0005 
   ※FAX 番号のお間違えがないようにご確認のうえお申し込み下さい。 





『呉竹医療専門学校　公開講座』の開催について

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、貴会の皆様におかれましては、平素より呉竹学園の教育に格別なるご厚志を賜り誠にありがとうございます。


さて、呉竹医療専門学校では、下記のとおりに公開講座を開催致します。各講座は、日常業務で活用できる内容となるように計画致しましたので、貴会の皆様には奮ってご参加頂きたくお願い申し上げます。

謹白

記

　　１．日程等について


　　　日程・テーマ・講師については下表のとおりです。

		時間


開催日等

		第Ⅰ部


(午後１時から２時30分迄)

		第Ⅱ部


(午後３時から４時30分迄)



		10月31日(日)

申込期日


10月27日(水)

		『スポーツ鍼灸１』

【内容】ランニング系スポーツのコンディショニング

【講師】金子　泰久

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）

		『メディカルチェック』

【内容】健康増進のための運動や高脂血症などの運動療法を安全に行うための健康チェックと問題点の把握

【講師】松原　哲

（循環器専門医・健康スポーツ医・医学博士・呉竹メディカルクリニック院長）



		11月28日(日)

申込期日


11月24日(水)

		『スポーツ鍼灸２』

【内容】フィールド系スポーツのコンディショニング

【講師】上原　明仁

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）

		『閉塞性動脈硬化症と運動療法』

【内容】閉塞性動脈硬化症の最近の動向

【講師】村瀬　訓生

（東京医科大学健康増進スポーツ医学講座講師・医学博士）



		12月19日(日)

申込期日


12月15日(水)

		『スポーツ鍼灸３』

【内容】①スポーツ鍼灸の取り組みとその考え方


②標準予防策と鍼治療

【講師】古屋　英治

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）

		『鍼灸臨床とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ』

【内容】開業鍼灸院で多くみられる事例とその予防策

【講師】池田　教克


(社団法人日本鍼灸師会ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会委員長・社団法人群馬県鍼灸師会会長)



		1月23日(日)

申込期日


1月19日(水)

		『スポーツ鍼灸４』

【内容】鍼治療・鍼刺激とコンディショニング

【講師】古屋　英治


（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）

		『スポーツとトレーニング』

【内容】有酸素系及び無酸素系エネルギー代謝評価に基づくトレーニング

【講師】浜岡　隆文

（立命館大学スポーツ健康科学部副学部長・教授・医学博士）





２．会場


　　呉竹医療専門学校

　　住所：さいたま市大宮区桜木町１-185-1（JR大宮駅西口徒歩5分･そごう裏：下図）　　

３．参加費

　　無　料

　　

４．お申し込み方法


　　申込期日までに次頁の申込書に必要事項を記載のうえ、

ＦＡＸ（048-658-0005）にてお申し込み下さい。


　　

　　５．お問い合わせ及びお申し込み先

　　　　呉竹医療専門学校

　　　　電話：048-658-0001　　FAX：048-658-0005　

『呉竹医療専門学校　公開講座』申込書

呉竹医療専門学校

　校 長　　坂　本　　歩 殿


		申込日

		



		フリガナ

		



		氏　　名

		



		住　　所

		



		電話番号

		





　　　

　　私は貴校が開催する公開講座の参加について、以下のとおりに申し込みます。

		参加希望講座


(該当欄に○印)

		日　時

		テーマ及び講師



		申込期日10/27(水)

		平成22年10月31日(日)


第Ⅰ部（午後1時～2時30分）

		『スポーツ鍼灸１』


金子　泰久

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）



		申込期日10/27(水)

		平成22年10月31日(日)


第Ⅱ部（午後3時～4時30分）

		『メディカルチェック』


松原　哲（循環器専門医・健康スポーツ医・医学博士・呉竹メディカルクリニック院長）



		申込期日11/24(水)

		平成22年11月28日(日)


第Ⅰ部（午後1時～2時30分）

		『スポーツ鍼灸２』


上原　明仁

（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長補佐）



		申込期日11/24(水)

		平成22年11月28日(日)


第Ⅱ部（午後3時～4時30分）

		『閉塞性動脈硬化症と運動療法』


村瀬　訓生（東京医科大学健康増進スポーツ医学講座講師・医学博士）



		申込期日12/15(水)

		平成22年12月19日(日)


第Ⅰ部（午後1時～2時30分）

		『スポーツ鍼灸３』


古屋　英治（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）



		申込期日12/15(水)

		平成22年12月19日(日)

第Ⅱ部（午後3時～4時30分）

		『鍼灸臨床とリスクマネジメント』


池田　教克（(社)日本鍼灸師会ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会委員長・(社)群馬県鍼灸師会会長）



		申込期日1/19(水)

		平成23年1月23日(日)


第Ⅰ部（午後1時～2時30分）

		『スポーツ鍼灸４』


古屋　英治（呉竹学園東洋医学臨床研究所所長・医学博士）



		申込期日1/19(水)

		平成23年1月23日(日)


第Ⅱ部（午後3時～4時30分）

		『スポーツとトレーニング』


浜岡　隆文（立命館大学スポーツ健康科学部副学部長・教授・医学博士）





　　


　　お申し込みFAX番号　048-658-0005

　　　※FAX番号のお間違えがないようにご確認のうえお申し込み下さい。

�








