
・2021年6⽉1⽇〜2022年3⽉末まで24時間随時配信いたします。

本会員 准会員 准会員B
○ ○ ○
○ × ×

⼭本克仁 原元氣 油⾕真空 藤本新⾵

⼭本克仁 油⾕真空 ⼭本克仁 ⾜⽴尚哉

⽵下有 坂井祐太 ⽵下有 ⾜⽴尚哉

油⾕真空 ⼭本克仁 ⾜⽴尚哉 原元氣

⼭本克仁 原元氣 ⾜⽴尚哉 各務祐貴

松本賢⼀ ⽵⼭悠樹 古⽥久明 飯野祐⼆

𡈽⽥丈 本⼭裕⼦ 佐藤達也 ⾦⼦太

堀内⿑毉⿓ 原元氣 ⾜⽴尚哉 原元氣
六淫の外邪と 病因病理の構築に

内⽣五邪について 必要な問診
⼭本克仁 ⽵下有 ⽵下有 坂井祐太

北⾠会⽅式の 病因病理・弁証 症例カルテ解説
病因病理チャート作成 治則治法・選⽳ 「四肢厥冷」

⼭本克仁 藤本新⾵ 堀内⿑毉⿓ ⼭本克仁

臨
床
応
⽤
講
座

eラーニング 随時配信動画
配信期間：2021年6⽉1⽇〜2022年3⽉末

脈診 実技望診 実技

北⾠会⽅式 臨床家の問診

奇経⼋脈解説気⾎津液の⽣理と病理

太極陰陽論 婦⼈科基礎 婦⼈科カルテ

臓腑経絡学 概論 臓腑経絡学（肺・⼤腸） 臓腑経絡学（胃・脾）

男性カルテ

経⽳解説（脾〜⼩腸）経⽳解説（肺〜胃）

胃の気の脈診

井⽳診 実技

気⾎津液弁証 病邪弁証 正邪弁証 空間弁証

⼋綱弁証臓腑経絡学（胆・肝）臓腑経絡学（⼼包・三焦）臓腑経絡学（膀胱・腎）

北⾠会⽅式とは 体表観察学概論

臓腑経絡学（⼼・⼩腸）

尺膚診 実技空間診 実技

経⽳解説（三焦〜肝）経⽳解説（膀胱〜⼼包）

背候診 実技腹診 実技

−eラーニング 随時配信動画−
・動画配信の説明及びIDパスワードなどの設定案内は登録頂いたメールアドレスに送信いたします。

・会員種別により、視聴可能な動画が違います。以下の表を参照ください。

基礎理論講座
臨床応⽤講座

北⾠会⽅式の体表観察学

原⽳診 実技

基
礎
理
論
講
座



本会員 准会員 准会員B
プレミアム講座2020 ○ ○ ×
プレミアム講座2021 ○ × ×

プレミアム講座2020
臨床古典学 シリーズ傷寒雑病論25

腹部打鍼の周辺事情 これで完璧!?呉茱萸湯！
6⽉1⽇〜6⽉末 奥村裕⼀ ⽔本淳 ⾼⽊、⽔本、坂井、⼭本

『⾆鑑弁正』から学ぶ 臨床各論
⼩柴胡湯 運動器疾患

7⽉1⽇〜7⽉末 ⽔本淳 𡈽⽥丈 新⾵、真空、原、⽵下
北⾠会⽅式実践基礎⼒

短期習得の⼿引き
8⽉1⽇〜8⽉末 堀内⿑毉⿓ 尾崎真哉 新⾵、尾崎、⽵下、⾜⽴

中医⼩児科学と 臨床各論
鍼灸治療① 不眠・多夢

9⽉1⽇〜9⽉末 油⾕真空 飯野祐⼆ ⽔本、真空、原、⾜⽴
中医⼩児科学と

鍼灸治療②
10⽉1⽇〜10⽉末 油⾕真空 堀内⿑毉⿓ 新⾵、⾼⽊、⽵下、坂井

臨床各論
アトピー性⽪膚炎

11⽉1⽇〜11⽉末 尾崎真哉 森岡健介 ⽔本、尾崎、⽵下、⼭本

12⽉1⽇〜12⽉末 橋本浩⼀ 橋本浩⼀ ⽔本、原、坂井、⼭本
⾵寒表証に対する
北⾠会⽅式治療

2022年1⽉1⽇〜1⽉末 藤本新⾵ ⽵下有 ⾼⽊、真空、尾崎、⾜⽴
臨床各論

⽬眩・⽿鳴
2⽉1⽇〜2⽉末 ⽵下有 祖⽗江匡晃 新⾵、真空、坂井、⾜⽴

補瀉論 ・・・・・
（上級者向け） （上級者向け）

3⽉1⽇〜3⽉末 代表講義 藤本新⾵ 代表講義 藤本新⾵ ⾼⽊、尾崎、原、⼭本

eラーニング 期間限定動画

6⽉ 公孫：刺鍼および抜鍼

7⽉ 後渓：刺鍼および抜鍼

プレミアム講座2021

8⽉ ・・・・・ ⾄陽：刺鍼および抜鍼

9⽉ 内関：刺鍼および抜鍼

10⽉ ・・・・・ 天枢：刺鍼および抜鍼

11⽉ 温疫について 臨泣：刺鍼および抜鍼

12⽉ 内経気象学 2020年 内経気象学 2021年 外関：刺鍼および抜鍼

1⽉ ・・・・・ 申脈：刺鍼および抜鍼

2⽉ ⼗五絡(絡脈)について 照海：刺鍼および抜鍼

3⽉ 百会：刺鍼および抜鍼

・定例会を受講するように動画を配信、⽉ごとに動画が⼊れ替わります。
・毎⽉1⽇から視聴可能ですが、⽉が変わると前⽉の動画は視聴できません。
・会員種別により、視聴可能な動画が違います。以下の表を参照ください。

−eラーニング 期間限定動画−
・動画配信の説明及びIDパスワードなどの設定案内は登録頂いたメールアドレスに送信いたします。



本会員 准会員 准会員B
エキスパート（Ex）ライブ配信 無料 聴講費 3,000円 聴講費 3,000円
スタンダード（St）ライブ配信 無料 無料 無料

7⽉11⽇（⽇）
10：00〜12：00
8⽉29⽇（⽇）

10：00〜12：00
9⽉26⽇（⽇）

10：00〜11：30
10⽉17⽇（⽇）
10：00〜12：00
11⽉21⽇（⽇）
10：00〜12：00
12⽉5⽇（⽇）

10：00〜11：30
1⽉16⽇（⽇）

10：00〜12：00
2⽉20⽇（⽇）

10：00〜12：00
3⽉13⽇（⽇）

10：00〜11：30

スタンダード（St）ライブ配信 eラーニング講座 Q＆A／⽵下有、⼭本克仁

−ライブ配信動画−
・動画配信の説明及び設定案内は登録頂いたメールアドレスに送信いたします。
・会員種別により、視聴料⾦が違います。以下の表を参照ください。

エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／原元氣、油⾕真空

エキスパート（Ex）ライブ配信
「起きられない⼦供たち」医師 ⽵本先⽣ 

／藤本新⾵、奥村裕⼀

スタンダード（St）ライブ配信 eラーニング講座 Q＆A／⼭本克仁、⾜⽴尚哉

エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／坂井祐太、油⾕真空

エキスパート（Ex）ライブ配信
医師 児⽟先⽣ ご講演およびディスカッション

／藤本新⾵、奥村裕⼀

スタンダード（St）ライブ配信 eラーニング講座 Q＆A／⽵下有、⾜⽴尚哉

エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／原元氣、坂井祐太

エキスパート（Ex）ライブ配信
医師 徳⽥先⽣ ご講演およびディスカッション

／藤本新⾵、奥村裕⼀
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