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新登場 家庭用温熱器 ヒラタ・クン、
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スライヴ くつろぎ指定席CHD-5500、
筋肉保護テープ ニトリートキネロジEX、

GRZ ミレフォーリピロー 他
話題の新商品満載でお届けします。 税込価格
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特に申込者が多く、お申し込みをお断りしたセミナーに関しては本年も実施計画中です。
※ 今回、全てのセミナーを掲載できませんでした。その分はまたの機会を予定しております。

カナケンセミナーは東京、横浜、千葉、新潟、福島、仙台、大阪で開催しています。

今年も充実したセミナーを
計画していきます。
カナケンセミナーin 仙台

昨年行われた 2013カナケンセミナーはどれも好評でした。
その内容と参加者の声をまとめてご報告いたします。

今後人気のセミナーは会場を変更して実施する予定です。セミナー参加の参考にしていただければ幸いです。

2013 年 3 月20日水（祝）

低周波臨床発表会（3 氏による各部位別臨床発表）
プロ野球トップ選手が、数多くの低周波機器等治療を行っていますが、サーノス（次世代型低
周波治療器）をボディメンテに使われて臨床、学術に素晴らしい実績をあげていられる３名の
方々に発表をしていただきました。実技を中心に検査方法から治療へのアプローチをわかりや
すく説明したセミナーは期待以上のご好評をいただきました。
会場：仙台市戦災復興記念館 時間：10：40〜16：00
講師 ・洞口整骨院スタッフ
目時真院長監修（腰痛）、奈須崇倫先生、黒木雄大先生、齋藤祐貴先生
・佐々木はりきゅうマッサージ整骨院院長 佐々木良成先生
・向山鍼伮整骨院院長 蒲生浩一先生
ご意見、ご感想の紹介（一部抜粋）
男性 20 代：サーノスを利用しての具体的な治療法が知れて、今後治療に役立つものになりま
した。
男性 40 代：いろいろな先生方の考え方、治療方法も学ぶことができたので良かったです。
今後もこのような臨床研究会を続けてほしいです。（第２回、第３回と）
男性 50 代：先 生 方 、 良く勉 強されていて素 晴らしい
と思います。 本日の勉強成果を今後の治
療に応 用 役 立てたいと思う、 診 察 ・ 各 種
検査法の重要性を再認識させられました。
色々な臨床について知りたいと思いますの
で、臨床発表会をお願いいたします。また、
治療器具の成果発表会もお願いいたします。

1 回目
2 回目
3 回目
4 回目

2013 年 ６月 ９日
2013 年 ７月１４日
2013 年 ９月 １日
2013 年 １０月 ６日

講師：町田 雅秀 先生 内容：「首・肩の診断と治療」
講師：町田 雅秀 先生 内容：「腰・坐骨神経痛の診断と治療」
講師：町田 雅秀 先生 内容：「下肢の診断と治療」
講師：北川 毅 先生 内容：「美顔鍼」
北川 毅 先生

Machida Masahide

メディコ新宿 院長

Kitagawa Takeshi

YOJOSPA 院長 （社）日本美容鍼灸協会代表理事

9月1日分のアンケートから参加者の声を掲載いたしました。（一部抜粋）
Ａさん：今回 3 回のセミナーに参加して良かった点が３つ
① 3 年間学校で行った、実技と知識の復習になりました。
②更に詳細な説明が受けられた。
③質問しやすい雰囲気で学べたところ。

新人のための「鍼伮臨床セミナー」4 回コース
実際に治療を行う上での重要なポイント、臨床テクニックをプロ中のプロに講師をお願いし昨
年実施したセミナーです。これからの治療家にはずいぶん自信になったと思います。
第１回目 講師：平田 朋子 先生 内容：
「診察面接とリスクマネジメント」 2013 年 6 月23日（日）
―参加者の感想― ・今後の治療の中に、リスクマネジメントを真剣に取り組んでいきたい
（一部抜粋）
と思います。
第２回目 講師：森 輝彦 先生 内容：「頸・肩の痛み 理論と実技」 2013 年 7 月14日（日）
―参加者の感想― ・学生や開業間もない時よりも、色々経験した今現在の方が色々得るも
（一部抜粋）
のが多く勉強になりました。
第３回目 講師：渡部 正司 先生 内容：「膝関節痛 理論と実技」 2013 年 9 月8日（日）
―参加者の感想― ・自分自身で通電され周波数の違いによって感覚の違いを体験すること
（一部抜粋）
ができて良かった。
第４回目 講師：稲井 一吉 先生 内容：
「腰痛・坐骨神経痛 理論と実技」 2013 年 10月20日（日）
―参加者の感想― ・経穴と深さの重要性、多く打てばよいものではない事、鍼伮効果の話
（一部抜粋）
し方等、大変勉強になりました。

「不妊治療セミナー」

昨年最も注目を浴びたのがこのセミナー。スキルアップのために行われた全４回の「鍼伮臨床
セミナー」は 20 名限定で豪華講師陣のもと下記の日程で、基本的な技術と最新の技術を解り
やすく実践的に行われました。

医学博士・鍼灸師

カナケンセミナーin 福島

理論と実技

「鍼伮臨床セミナー」4 回コース

町田 雅秀 先生

男性 20 代：体表解剖は解っているようで解っていないも
の、その再確認をいたしました。

カナケンセミナーin 郡山

カナケンセミナーin 東京

Ｂさん：実技の時間がもっと増やしてほしいです。毎週、隔週やりたいと思った。少人数制
はしっかり教えてもらえるからいいです。
Ｃさん：解剖学的な視点での説得力がある患者さんへの説明方法がとても解りやすく、実技
の刺鍼もすぐに役立てることができました。素晴らしい内容のセミナーをありがとうご
ざいました。

カナケンセミナーin 東京

2014 年 2 月11日（日）

頭痛他電気鍼による最新の治療テクニック

講師：町田 雅秀 先生

「鍼伮臨床セミナー」が参加者に大好評だったため開催されたセミナー、参加人数 20 名限定
のため多くの参加申し込みがあり先着 20 名で、残念ながら多くの申し込みをお断りすることに
なりました。
参加者のコメント及び図を見ていただても解るように大変良い評価を得ました。町田先生にご
都合をつけていただき、更に参加者に喜んでいただけるセミナーを計画しています。
講義内容は
いかがでしたか

講師のお話は

実技の内容は
いかがでしたか

実技の時間は
いかがでしたか

今回のセミナーは
いかがでしたか

■理解できた

■良く理解できた

■良く理解できた

■ちょうどよい

■ほぼ理解できた

■ほぼ理解できた

■ほぼ理解できた

■短かった

■普通

■やや難しかった

■やや難しかった

■長かった

■やや難しかった

■理解できなかった

■理解できなかった

■大変よかった
■良い
■普通
■もの足りない
■不満足

2013 年 3 月17日（日）

講師：三瓶 真一 先生

東日本大震災後 3 年が経ちます、震災当時放射線の影響で患者さんが一気に減少したという
三瓶鍼療院、長年の実績と信頼から患者様が戻るのにそう時間は掛からなかったと聞きます。
多くの実績と最新機器で「不妊治療」をしている三瓶先生の人柄と情熱に、参加された先生方
は多くのことを学ばれたことと思います。
参加者の感想（一部抜粋）・症状を多方面から捉え、治療を行うことが良く学べました。
・具体的な治療が見れて良かったです。

ご意見、ご感想の紹介（一部抜粋）
Ａさん：カナケンニュース（健康定期便）でもセミナーがあることを知りました。地方でもセミ
ナーを開催してください。
Ｂさん：是非今回のみならず、このセミナーの続きや、別の部位の内容も入れてくれると参
考になります。次回も機会があったらお願いします。
Ｃさん：実技の時間が長く、とても良かったです。
Ｄさん：解剖学の説明も実技指導も解りやすくよかった
です。ありがとうございました。
Ｅさん：機会があれば勉強し続けたいです。

▲電子温灸器 CS-1000

▲電子温灸器 CS-2000

商品が届いたその場で 現金

Ｆさん：すごく充実した時間を過ごせた気がします。次
回のセミナーが楽しみです。

クレジットカード（分割払いを含む）

いずれかご自由に選べます。

