第17回 日本カイロプラクティックセミナー in 大阪

温故知新
カイロプラクターの想いをつなぐ！
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大会特徴

講師・内容

カイロプラクターの想いとみらい創り
除外診断！
安心できるカイロプラクティック院づくり

基調講演
なぜモーションパル
ペーションなのか？

中川貴雄 DC
中川カイロプラクティックオフィス 院長
日本カイロ徒手医学会 会長
モーションパルペーション研究会 会長

日時

11月11日（土） 12:00～18:30
※懇親会：：セミナーハウス クロスウェーブ梅田19：00～

12日（日）

9:00～ 16:30

教育講座 （禁忌症）
除外診断
脳血管障害と椎骨
動脈解離

金 安明
会場

セミナーハウス クロスウェーブ梅田
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1-12
TEL：06-6312-3200
※JR「大阪」駅南口改札から徒歩約15分

参加費

正 会 員：25,000円
提携団体：38,000円

準会員：32,000円
会員外：45,000円

※参加費には、セミナー代金の他、禁忌症講座修了書・宿泊費・懇親会費・2日目の朝食･昼食
を含みます。
※提携団体・・・九州カイロプラクティック同友会 ・ 北陸カイロプラクティック師協会
北陸カイロプラクテックク同友会 ・ マニュアルメディスン

申し込み先：問い合わせ

日本カイロプラクティック師協会（JSC）事務局
〒456-0051
愛知県名古屋市熱田区四番一丁目16-50 山木マンション1-A
TEL／FAX 052-684-4486 E-MAIL jsc-office1@nifty.com

医師

社会医療法人 弘道会 寝屋川生野病院

院長
日本脳神経外科学会 専門医
日本脊椎脊髄外科学会 専門医

臨床基礎講座
古典的カイロプラク
ティックと現代カイロプラ
クティックにおけるカイロ
プ ラ ク タ ー の 役 割

辻本善光

先生

辻本カイロプラクティックオフィス 院長
FJIC国際カイロプラクティック師連盟 監事

臨床応用講座
温故知新
今あえてアジャスト
を語る

高橋克典

先生

高橋カイロプラクティック全尽道 院長
日本カイロプラクティック師協会 理事
北陸カイロプラクティック同友会 会長

基調講演
●講師：中川貴雄 DC

なぜモーションパルペーションなのか？
●11月11日（土） 12:00～15:00

モーション・パルペーションはカイロプラクティックの必須の検査法です。この検査なくして、カイロプラクティックは成り立たち
ません。私がモーション・パルペーションに出会ったのは50年ほど前のことでした。以来、モーション・パルペーションは私に
とって最も信頼できる検査法になりました。的確な検査ができなければ、効果的な治療効果は望むことはできません。今回
の講演では、的確なモーション・パルペーションによって導かれる治療の効果と面白さをお話しできればと思っております。

教育講座（禁忌症）
●講師：金 安明 医師

除外診断！ 脳血管障害と椎骨動脈解離
●11月11日（土） 15：30～18：30

日々の臨床で遭遇する脳血管障害。除外診断、鑑別診断できるよう画像診断と徒手検査についてお伝えいたします。頚部に
対する施術により起こる医療事故（椎骨動脈解離）について説明しその予防法をお伝えいたします。

臨床基礎講座
●講師： 辻本善光 先生

古典的カイロプラクティックと
現代カイロプラクティックにおけるカイロプラクターの役割
●11月12日（日） 9：00～12：:00

定義／哲学というものは、その時代の社会背景をもとに変化してきている。現在ではパーマーが唱えたオリジナルの定義に加
え、３つの団体がそれぞれカイロプラクティックを定義している。また、カイロプラクティック業務を行う上でもカイロプラクティック
哲学を理解する上でも“サブラクセーション”の存在を外して考えることは不可能でありながら、未だサブラクセーションの定義も
曖昧なままになっているのが現状である。今回はカイロプラクティックの３要素である哲学－科学－芸術からこれからのカイロ
プラクティックのあり方を探っていきたいと思います。

臨床応用講座
●講師：高橋克典 先生

温故知新 今あえてアジャストを語る
●11月12日（日） 13：00～16：:00

私がカイロ業界に携わるようになって37年が経ちました。昔はサブラクセーションをアジャストする、ストレートカイロが主流でし
た。我がＪＳＣの前進のＪＣＡでも多くの先生がアジャストで結果を出していました。ほどなく角野善則ＤＣが米国より帰国され、
我々もいろんなことを教えて頂きました。そして角野先生に感化された仲間でＪＳＣが出来ました。そのためＪＳＣのほとんどの
先生がミキサーカイロなのです。今回の講座では、テーマが温故知新でもありますので、私が昔培ったアジャストについて、スト
レートカイロに立ち返って、アジャストで何が出来るのか、昔話を交えながら概論、理論などお話しします。そしてどんな結果が
出るのか、実際に皆さんをモデルにしてデモでお示しできたらと思っています。

●会長

あいさつ

JSCが行う日本カイロプラクティックセミナーは今回で17回目を迎えることとなりました。今年のテーマは「温故知
新」です。約20年近くもなると当然我々の業界も沢山のセミナーが開かれ、施療方法も随分と多岐になりました。
しかし新しいものが良いとは限りません。解剖・生理といった基礎医学や古来の手技から多くの学びを受けるこ
とは沢山あります。当然カイロ界もそうです。モーションパルペイションは私がカイロプラクティックを始めた時か
らありまして現在も尚、中川貴雄先生のＭＰセミナーが開催されて多くの手技療法家が育っています。禁忌症
であるか否かを判断できる知識と自分が確証できる問診と検査法を持っているか？これにつきます。それを補
うのであればテクニックは何でも良いのです。今セミナーで禁忌症を知り適切な問診と検査を行い施療すると
いう当たり前のことを再確認出来たらと思います。

荒木寛志
JSC会長

●実行委員長 テーマについて
論語の「故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知れば、以て師となるべし（為政第二）」より
「温故知新」を今大会のテーマにしました。ここで重要なことは、「故（ふる）きを温（たず）ねる」ことにあるのでは
ありません。大切なことは、そこから何を学び何を発展させるかにかかっています。それはカイロプラクティックに
おいても同様です。伝承の志とは、過去に執着する心ではありません。故（ふる）きを大切に温めてこそ知ること
のできる「新しさ」であり、それは更なる発展から更なる高みや広がりへと思考する志でもあります。最新とは、
過去と対立するものでもなければ過去のものが無価値になるものでもありません。現代医学でも医学書は日々
改訂され積み重ねられて、常に最新の知見を発信し続けています。 古典や過去に執着する心を捨てて、カイロ
プラクティックの哲学や伝統は発展的に継承していかなければなりません。それがD.D.パーマーが後継に託した
メッセージでもあると思います。今セミナーでカイロプラクターの想いを感じ次世代につなげていきましょう！
（「7.8-9JSC西日本支部・守屋 セミナー」に学んで―柳永善）
日 本カイロプラクティック師協会（ JSC）

第17回 日本カイロプラクティックセミナー in 大阪

柳 永善
実行委員長

第 17 回

日本カイロプラクティックセミナー in 大阪 2017

＜日程＞（会場および進行の都合により若干の変更がある場合があります）
平成 29 年 11 月 11 日（土）
11：00～

受付開始

11：45～12：00 開会式
12：00～15：00 基調講演

講師：中川貴雄 D.C.

15：00～15：30 休憩
15：30～18：30 教育講座「禁忌症」（JSC 全会員必修の受講単位）

講師：金 安明 医師

受講者には修了証を発行し、JSC 会員は翌年の賠償保険の割引対象となります。
禁忌症講座修了証授与（代表）
18：30～19：00 チェックイン
19：00～21：00 懇親会
21：00～朝まで? 語り部屋（地獄部屋）（どなたでも参加していただけます。）
※語り部屋：JSC の役員を含む部屋で、懇親会後にカイロプラクティックの考え方、テクニック、感じ方、
経営など心行くまで語り合っていただき、セミナーでは聞くことができないコアな内容が出てくること
必至な部屋です。
平成29年11月12日（日）
8：30～

開場・受付

9：00～12：00 臨床基礎講座

講師：辻本 善光先生

12：00～13：00 昼食
13：00～16：00 臨床応用講座

講師：高橋 克典先生

16：00～16：10 閉会式
＜会場＞

セミナーハウス

クロスウェーブ梅田

大阪府大阪市北区神山町 1-12
URL
【参加費】

TEL：06-6312-3200

https://x-wave.orix.co.jp/osaka/

JSC 正 会 員：25,000 円
JSC 準 会 員：32,000 円
JSC 学生会員：27,000 円
JSC 提携団体：38,000 円

（※）

JSC 会 員 外：45,000 円
●２日間の参加費には禁忌症講座受講の修了証代、宿泊費（朝食・昼食込み）・
懇親会費用が含まれています。
※:JSC 提携団体は NCA、マニュアルメディスン研究会、北陸カイロプラクティック師協会、北
陸カイロプラクティック同友会、九州カイロプラクティック同友会となります。これらの
団体に所属している先生は問い合わせ時に、それぞれの団体に所属している旨をお申し出
ください。

＜申し込み〆切＞

10 月末日

＜問合せ先・申し込み先＞
日本カイロプラクティック師協会（JSC）事務局
〒456-0051 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目 16-50
TEL/ FAX：052－684－4486

山木マンション １－A

E－Mail：jsc-office1@nifty.com

＜日本カイロプラクティックセミナー受講についての確認事項＞
日本カイロプラクティックセミナー受講に際しましては下記事項について誓約していただいた
ものとさせていただきます。
【健康状態について】
日本カイロプラクティックセミナー期間中における参加者の健康状態は自己責任とさせていた
だきます。実技等の練習において留意すべき何らかの持病やセミナー当日の健康状態の問題などが
ある場合は、事前に主催者と実技練習パートナーに伝えていただき、実技練習を見合わせるか否か
を、ご自身で判断をしていていただくようにお願いいたします。実技練習などにおいて医療事故が
発生した場合でも、講師及び主催者側または実技練習パートナーに訴訟を含めた一切の責任を問わ
ないことを誓約していただいたものとさせていただきます
【配布資料について】
配布するすべての講義資料の著作権は講師あるいは日本カイロプラクティック師協会（JSC）に
あります。講師あるいは JSC の許可なくこれらの資料すべてについてコピー等の複製をしないこと
を誓約していただいたものとさせていただきます。
【写真・録音等について】
日本カイロセミナーでは参加者皆様のビデオ撮影、動画撮影は禁止とさせていただいております
が、写真撮影、音声録音は許可しております。
参加者の皆様が撮影された写真や録音された音声には、講師以外の参加者が写っていたり、声が
録音されていたりします。近年ネット環境の発達によりホームページやブログ、SNS などにこのよ
うな記録が簡単にアップできるようになり、不特定多数の眼や耳に触れる可能性が出てまいりまし
た。このような環境のなか、写真に写っている日本カイロセミナー参加の先生が、営業や他のセミ
ナー参加できないなどの業界活動に支障きたすと言う、不利益な事態が生じる恐れもあります。
そこで、日本カイロセミナーで撮影された写真や録音については、ホームページ、ブログ、フェ
イスブックなどの SNS 等にアップする場合は写真に写っている先生全員の了解を得るようにお願い
いたします。一人でも了解が得られない場合はネット上にアップされることを禁止とさせていただ
きます。撮影者ご自身の勉強やネット上に流れない環境でお使いいただく場合はこの限りではあり
ません。
なお、JSC で撮影するビデオ、写真については JSC のホームページや SNS にアップする場合がご
ざいますので、上記のような不利益を被る恐れのある先生は、ビデオや写真に映らないような場所
での受講をお願いいたします。
以上について誓約していただいたものとさせていただきます。

第 17 回

日本カイロプラクティックセミナーin 大阪 2017
参

加

申

込

書

（□内に✔して下さい）☑

※

□ JSC 正 会 員

： ¥25,000

□ JSC 学生会員

： ¥27,000

□ JSC 提携団体

： ¥38,000

□ JSC 準 会 員

： ¥32,000

□ 会J員S外C

： ¥45,000

参加費には宿泊費（2 日目の朝食・昼食付き）・懇親会費が含まれています。
（ふりがな）

氏名
住所（郵便物送付先）〒

電話
携帯
FAX
E-mail
宿泊部屋希望

禁煙：喫煙

／

語り部屋

可：不可

※希望に添え無い場合も有ります
●申込書を JSC 事務局宛に郵送していただくか、FAX またはメールにて送信してください。
●JSC 提携団体会員の先生は会員証等その団体の会員であることを証明できる書類のコピーを申
込書に添付していただくようにお願いいたします。
●JSC 提携団体および JSC 会員外の先生には申込書受付後、郵便振替用紙をお送りさせていただ
きます。
●申込書と参加費の振込みが確認された時点で申し込み受付完了とさせていただきます。
●振込みに際しては先生個人の名前がわかるようにお願いいたします。
●申し込み締め切り：10 月末日『定員：８０名』
（申し込み完了順、お早めにお申し込み下さい。）
◎問合せ先・申し込み先：日本カイロプラクティック師協会（JSC）事務局
〒456-0052 名古屋市熱田区四番一丁目 16-50
TEL/FAX：０５２－６８４－４４８６

山木マンション １－A

Ｅ－Ｍａｉｌ：jsc-office1@nifty.com

