
　　

鍼灸研修

〒294-0018千葉県館山市国分205-1

一般社団法人東洋医学セラピスト協会

詳しくは下記にアクセス
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研修制度/詳細
対象：鍼灸学生・鍼灸師

見学：各施設に応相談

鍼灸研修生は東洋医学関連の勉強会や関連施設内で開催される勉強会に参加することも可能
になります。詳しくはお問合せ下さい

主宰/監修

千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学　　　　医学博士 森田智

千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学　　　　医学修士 渡辺悠紀

一般社団法人東洋医学セラピスト協会　　　　会長 飯髙貴子

研修制度/目的
・資格取得後すぐに活躍できる鍼灸師を目指す

・医療現場でチームとしての鍼灸臨床を学ぶ

・鍼灸師としての経営的観点を養う

研修制度/特典
・東洋医学会や全日本鍼灸学会への案内

・関連施設が開催する勉強会への参加

・外来担当者になるための院内研修を受講可能

・学会発表の指導

修了証について

研修の全過程を終了し、試験に合格することで修了証を発行いたします。修了証は研修Aと研修
Bどちらとも終了した者が対象となります。受験資格は臨床への規定時間の参加、およびレポー
トを期限内に規定の枚数を提出することで得られます。試験は学科になります。試験合格者には
一般社団法人東洋医学セラピスト協会より修了証を授与いたします。また修了証を授与されます
と一般社団法人東洋医学セラピスト協会の「正会員」になることができます。※年会費有り　
詳しくはメールにてお問合せください：mercishinq@icloud.com　担当：飯髙 貴子
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研修A『臨床レポート&セッション』
臨床現場で鍼灸師の動きや患者対応、業務一連の流れやノウハウを学びます。参加ごとにレ
ポートを作成し提出します。研修期間は週１回６ヶ月間合計２４回となります。曜日や時間帯、臨
床施設を予め決定し各施設で行います。

条件：賠償保険に加入する事（各自加入しコピーを提出）
臨床を行う施設で面接を行い、面接に合格したものに限る

場所：なのはなクリニック
　　　千葉県千葉市中央区亥鼻2-2-3  ℡043-222-1135
曜日：火曜日・金曜日・第２/第４土曜日
時間：早番8:15-11:45　中番12:45-16:15　遅番15:45-19:15　土曜番8:15-13:15

場所：メルスィ鍼灸治療院
　　　千葉県館山市那古1168-2  ℡0470-23-0240
曜日：日曜、月曜、水曜、金曜
時間：12:30-16:00　　　　　　　

レポートについて

レポートは鍼灸臨床施設で行っている臨床レポートを作成し提出します。レポート提出は臨床を
行った日から３-５日以内(研修する施設による)にメールにて提出します。

なのはな研修レポート提出先：nanohanakenshu1135@gmail.com　担当：小倉愛
メルスィ研修レポート提出先：mercishinq@icloud.com　担当：飯髙貴子

セッションについて

レポート内容に対しセッションいたします。セッション方法は提出したレポートにコメントにて添付
いたします。詳しくは各施設担当者にお尋ねください。

研修B『レクチャー』
なのはな研修
首・肩・膝・腰への痛みや不調に対しアプローチした座学&実技講座のレクチャーです。時間割：
月１回開催で全４回（４ヶ月）１回１２０分×４回　１３：００−１５：００
曜　日：木曜日or日曜日
なのはな研修会場：千葉県千葉市中央区亥鼻2-2-3  ℡043-222-1135

その他研修『たてやま研修』
浮腫や皮下脂肪の原因によるさまざまな不調に対応した水滞治療講座etc
水滞治療実績：アトピー性皮膚炎・帯状疱疹・膝痛・肩こり・腰痛に対応します。

時間割：６時間×１回　１０：３０−１６：３０
　　　　２時間×１回　 zoomのみ　（開催時間は相談の上決定）
曜　日：火曜日or木曜日or土曜日
たてやま研修会場：千葉県館山市那古1168-2  ℡0470-29-5670
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レクチャー内容

レクチャー内容 詳細

研修B
No.1

症状疾患別鍼灸

臨床＜肩＞

肩こり・肩関節痛など肩に関する不調や痛みに

対する診察法、刺鍼法を座学と実技で学びます

研修B
No.2

症状疾患別鍼灸

臨床＜首＞

頸椎症・頸肩腕痛・頸部椎間板ヘルニアなど首

から腕に関する診察法、刺鍼法を座学と実技で

学びます

研修B
No.3

症状疾患別鍼灸

臨床＜膝＞

膝関節痛・変形性膝関節症など膝周辺に関する

診察法、刺鍼法を座学と実技で学びます

研修B
No.4

症状疾患別鍼灸

臨床＜腰＞

腰痛・ぎっくり腰・坐骨神経痛・腰椎椎間板ヘル

ニアなど腰に関する診察法、刺鍼法を座学と実

技で学びます

たてやま講座

たてやま

講座

美容鍼 ●美顔表情筋に対するパルス通電
●美容刺鍼法（経穴刺鍼法・表情筋刺鍼法・顔
面部水滞刺鍼法）ほか

たてやま

講座

水滞治療

美痩鍼

●水滞パルス
●部位別刺鍼法（側腹部・下腹部・上腹部・上
腕部・大腿内側外側前面・背面部・腰部・臀

部）

たてやま

講座

美頭髪鍼 ●頭部に対する効果的な刺鍼法とパルス（リフ
トアップ・白髪減少・育毛増進）

たてやま

講座

経営講座

<zoom>

経営指導・経営戦略など、運営に関する相談、

鍼灸経営がうまくいく方法etc。

2022年12月末日まで有効



研修申込について
同封の申込書に漏れがないようご記入の上、ご捺印いただき下記の申込送付先までお送りくだ
さい。

1.申込書を下記の申込書送付先に送付します

2.送付後、「面接日程の予約」をとるため希望施設から連絡いたします。

3.面接合格通知後、研修費用を１週間以内に入金します（面接合否は１週間以内にメールでお
知らせいたします）

4.入金完了後、なのはな研修連絡先に入金完了の連絡を入れます

5.研修担当者より「研修の日程」の調整を行う為、メールが入ります

〈たてやま研修申込について〉

1.申込書を下記の申込書送付先に送付します

2.送付後、研修費用を１週間以内に入金します

3.入金完了後、「レクチャー日程」をとるため、たてやま研修連絡先に連絡します

①なのはな研修連絡先：nanohanakenshu1135@gmail.com 担当：小倉愛

②たてやま研修連絡先：　mercishinq@icloud.com 担当：飯髙貴子

※５日経過してもメール返信がない場合や面接の合否連絡がない場合は0470-23-0240メルスィ
事務局までお電話にてお問合せください

申込書送付先
〒294-0018 千葉県館山市国分205-1 　一般社団法人東洋医学セラピスト協会 宛

研修費用について

研修費：143,000円→132,000円(研修A+B同時申込の場合)
　　　 　214,500円→198,000円(研修A+B+たてやま研修を同時申込の場合)
個別申込：研修A.71,500円　研修B.71,5000円　たてやま研修71,500円（税込表記）　　　　

※一括振込のみ対応　

研修費振込先：館山信用金庫　本店　普通　1347965

　　　　　　　一般社団法人東洋医学セラピスト協会　
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研修規約

◎研修日について

臨床研修・レクチャー研修日はあらかじめ期間や日程を設定しそれに従って行います。

◎研修中断について

体調不良や怪我などで研修を休む、何かしらの理由で研修を中断する場合、最長半年間内であ

れば研修再開は可能です。なおいかなる理由があっても研修費の返金はいたしませんので予め

ご了承下さい。

◎倫理規定

研修期間中指導者やスタッフの注意に従えない場合は、研修を中止させていただきます。

◎録音や撮影について

研修内容によっては、プライバシー侵害の恐れがある為、録音やビデオ撮影は全面的に禁止し

ております。研修時間以外の記念撮影などは可能です。

◎メモについて

個人情報に関するメモは一切禁じます。

◎ＳＮＳ等の発信について

本研修に関するすべての内容をＳＮＳ等で発信することを禁じます。

◎遅刻、早退、欠席について

予定していた研修の遅刻、早退、欠席は原則不可とします。やむを得ない場合は、事前に　下記

のメールアドレスにご連絡下さい。著しく目立つ場合は研修を中止させていただく　場合がありま

す。

◎研修中の事故について

研修中に起こった事故については当研修機関では責任を負いかねますので各自で賠償保険に

加入いただきます。保険は実費での支払いとなります。

【連絡先】　研修A.B：なのはなクリニック内
　　　　　　メール：nanohanakenshu1135@gmail.com 　担当：小倉愛

　　　　　　たてやま研修：メルスィ鍼灸治療院内

　　　　　　メール：mercishinq@icloud.com　担当：飯髙貴子
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鍼灸スタッフ制度

対象：全ての研修が終了したもので、全てに於いて特に優秀であった者で、知識・技能・接遇・面
接などトータル的に評価し能力に応じ関連施設にて「鍼灸スタッフ」になることができます　　　　

賃金：有り

交通費：有り

条件：研修Aと研修Bを終了した者で鍼灸賠償保険に加入している者

業務内容：鍼灸に関する業務全般・研修生への教育他

特典：東洋医学会や全日本鍼灸学会への案内

　　　関連施設が開催する勉強会への参加

　　　外来担当者になるための院内研修を受講可能

　　　学会発表の指導

勤務先：下記一覧より決定

なのはなクリニック

ファミール産院きみつ

ファミール産院たてやま

ファミール産院いちかわ

ファミール産院ちば（旧柏木産婦人科）

表町鍼灸院（今田屋内科附属）

鍼灸院TAIU

メルスィ鍼灸治療院　　　

鍼灸外来担当制度

研修A+B+たてやま研修を全て修了した者が対象で、能力に応じる

病院内で鍼灸外来を担当することや、将来的に専門外来を開設することもできます
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監督者より

鍼灸は、病院などの医療機関でも行うことができ、素晴らしい可能性を秘めています。しかし他の
医療系国家資格と比較して世間の認知度は低く、年間受療率は５〜６％ほどになります。結果と
して鍼灸師の社会的地位が上がらない現状があります。

病院では、患者が受診した際に、医師一人で、すべてを行うことはありません。医療現場はチームプ
レーになります。一方、多くの鍼灸師はマンツーマンで鍼灸治療を行います。もちろん一人の患者をしっ
かり治療できる知識や技術は必要な事であり、それが前提にあっての話となります。ここでは、我々が
チームで行う鍼灸臨床の利点についてお話します。

チームで行う鍼灸臨床は、一人の患者の病態や症状を多角的に診ることができます。これは偏って見
落としがちな患者の情報を拾いやすくなり、様々な角度から治療方針をたてることを可能にします。情報
共有が前提としてあるため、症例検討などのカンファレンスを行うことができ、医療として鍼灸を提供す
ることが可能になります。また、多くの患者を診る機会があるということは、それだけ多くの臨床経験を
積むことにもなり、短期間で臨床能力を大きく上昇させることができると考えます。

ただし、チームで鍼灸臨床を行うためには、求められることがあります。それは外来全体の流れを読み、
考え、行動する能力です。当機関の研修制度では、これらノウハウも、しっかり学ぶことができま
す。これは他では学ぶことができない当機関の強みです。

千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学　医学博士 森田智

たてやま研修を行っております飯髙貴子です。もともとヨガスタジオの運営やエステサロンの経営
をしており３年前の４月に鍼灸師になりました。鍼灸師になった翌月にメルスィ鍼灸治療院を開院
しました。鍼灸師になった初年度は半日で平均15名、２年目は半日で25名、現在３年目で半日で
40名近くの患者が日々来院し、それをたった一人の鍼灸師と常時4名のスタッフで運営していま
す。

私は鍼灸師になる前から、マンツーマンの鍼灸治療ではなく、鍼灸院も病院のように、チームで
医療を行えるスタイルを考えておりました。その理由はとても単純ではありますが、病院はたくさ
んの患者が集まり、鍼灸院にはそのようなイメージがなかったからです。そして開院初月より従
業員を配置し現在に至るまで、業績を伸ばし続けています。

Bタイプの研修では患者が通いたくなるホスピタリティ教育から、患者が今求めていること、そして
日々、患者数が増え続ける運営ノウハウに至るまで幅広く対応します。またBタイプでは研修が
終了した後も、経営の相談に随時対応いたします。

当研修では常日頃よりオンラインによる勉強会や、講習会を定期開催しています。様々な角度で
鍼灸を捉えることのできる鍼灸師を育成します。

OMT一般社団法人東洋医学セラピスト協会 　会長　　 飯髙貴子
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鍼灸研修生レポート内容の一例

作成についてと作成方法
●レポートは１回の研修で１名分を作成
●患者情報はｲﾆｼｬﾙ・年齢・性別・カルテNoを記載
●レポート内容：四診の情報・本治・標治・灸  ・選穴理由を考える
●自ら導き出した異なる選穴があれば経穴と選穴理由
●研修目標を自ら立てる
●研修を終え自分への課題
●研修で学び得たことや気付き
●セッションで聞きたいことや教わりたいこと
　以上がレポート課題です。以下の雛形を参考に作成します。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　.　レポート提出日　　　　　　　　　　　枚目

臨床研修日

　　　/　　　/　　　（　　　）　　：　　～　　：　　　

患者名　　　　　　　　　　　/臨床施設　　　　　　　  　　来院日　　　　　　　

主訴：

副訴：

問診内容

原因：

経過：

部位：

性状：

増悪：

寛解：

誘発：

随伴症状：

寒熱：

食欲：

睡眠：

二便：

望診：

聞診：

切診：

治療内容

本治：

標治：

灸

処方穴（灸）：

本治の考察

自分なりの本治があれば記載

自分への課題や気付き等

セッションで聞きたい事
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鍼灸研修制度 申込書

◆申込者の基本情報

氏名(ふりがな)：               　 　　　ローマ字：　　　　　　　　　  　

生年月日：  　   年  　  月   　 日 （ 　　　歳）

住所：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-Mail：　　　                   　 　   　       ＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号： 自宅/                      　　　　　　携帯/　　　　　　　　　　 　　　  　　

緊急連絡先： 氏名            　　           　申込者との関係　　　　　電話　　 　　　　

交通手段：　　        　　　　　　配偶者：　有・無　扶養：　有・無　扶養人数　　

年 月 学歴・職歴

鍼灸実務経験がある場合内容を記入（例：◯◯鍼灸院で院長のサポート経験）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講動機　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

◆はり師免許番号：　　　　　　　　　　　きゅう師免許番号：   　　　　　　　　　
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年 月 資格・免許

◆健康状態についての情報

◎現在、常用している薬はありますか？  いいえ ・はい

　　　→はいの場合　薬名：          　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎過去に精神的疾患による通院入院経験がありますか？  いいえ ・はい

　　　→はいの場合 症名：                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

◎過去5年に大きな病気や手術経験がありますか？  いいえ ・はい

　　　→はいの場合 内容：               　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎何かしらの伝染性の病気をお持ちですか？  いいえ ・はい

　　　→はいの場合　病名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　 　

◎腰痛や運動制限質問事項等、受講に際して身体的問題その他不安な点等ご自由にお書きください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●希望研修タイプをまるで囲みます（　Aタイプ　・　Bタイプ　・　たてやま研修　）
● 研修費支払予定金額の✔を◯で囲みます
同時申込：(研修A+研修B)✔132,000円)　　(研修A+研修B+たてやま研修)✔198,000円
個別申込：(研修A)✔71,500円　(研修B)✔71,5000円　(たてやま研修)✔71,500円
●研修Aは希望曜日と希望時間を記載《なのはなクリニック・火曜日・遅番希望》

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

●研修後「鍼灸スタッフ」の希望はありますか（　はい　・　いいえ　）※A+B以上対象

●将来的に関連施設での鍼灸外来担当を希望しますか？（　はい　・　いいえ　）
※A+B+たてやま研修対象

◆規約などのへの承諾

私は鍼灸研修の内容及び規約に同意し、申請内容にも一切の虚偽がないことを誓約した上で、
当機関の鍼灸研修制度に申込みいたします

　　　　年  　　 　月 　　 　  日 　署名    　　　　　　　 　    （印）

2022年12月末日まで有効


