
2022/03/10 更新

2022 年度カリキュラム・実技定例会に関して

2022 年 3 月（一社）北辰会理事

I 実技定例会開催可能であると思われる社会状況の定義  

II 実技定例会開催後、  PCR      検査の陽性者が判明した場合の対処法  

の二点について、当会としての指針を以下に示します。

I 実技定例会開催可能であると思われる社会状況の定義  

関連学会などの状況に合わせて基本的に開催予定ですが、開催地であ

る東京・大阪において、開催日の一ヶ月前の時点で、まん延防止等重

点措置や緊急事態宣言が発令されている時は、その月の開催を中止と

致します。

II 実技定例会開催後、  PCR      検査の陽性者が判明した場合の対処法  

まず、実技定例会開催時の当会の感染症対策として、当会講師・ス

タッフ・及び参加者全員が以下を遵守する限り、全ての実技定例会参

加者は厚生労働省の定める「濃厚接触者」に該当する可能性は極めて

低いと考えます。

従って、参加された方が後日 PCR 検査で陽性と判定された場合でも、

当会場で感染した可能性は極めて低く、かつ同席した参加者らも感染

する可能性は同じく極めて低いと考えます。

 会場を冷暖房などで締め切らない状態

 開催前の全員の検温

 咳、クシャミ等の有無

 全員の不織布マスクの着用

布マスクは禁止とします

 被験者が変わる都度、手指消毒

 受講者同士の会話はできるだけ避ける

 会場内の飲食、当面の間原則禁止

但し、各個に離れて会話無しであれば可

違反された場合、当会は責任を負いません



とした上で、後日参加者の中に PCR 検査の陽性者が判明した場合の

対処法は

 参加者全員に陽性者が出た旨を一斉メールにて通知

当会からの通知がありましたら自身の状態に合わせ、自宅待機や

症状が発現されている場合は医療機関への受診をされるなどご判

断ください。

 最終的には保健所の指示に従って頂きます

指定感染症分類下にあっても、それに伴う、治療費や経済的損失、

風評被害に伴う損失など、一切の損失に関する賠償や補償はでき

ません。自己責任と自己判断にてお願いします。



本部定例会（大阪会場）

本会員、准会員無料 本会員無料、准会員有料 講師陣

講師陣ミーティングエル・大阪 総合判断能力

講師陣ミーティング大阪社会福祉会館
総合判断能力

ドクターコース

講師陣ミーティング大阪社会福祉会館 総合判断能力

役員講師研修会たかつガーデン

実技担当講師
午前 午後

見回り：原、山本 見回り：髙木、（新風代表）

エル・大阪 副島、井添、森田 真空、原、山本、足立

高繁、幸喜、山本、伏原、石川、橋本、吉住 木下、飯野、宮本、副島、井添、森田、水上

見回り：足立、山本 見回り：真空

大阪社会福祉会館
宮本、副島、水上

高繁、幸喜、山本、伏原、石川、橋本、吉住 木下、飯野、宮本、副島、井添、森田、水上

見回り：原、足立 見回り：髙木、（新風代表）

大阪社会福祉会館 飯野、井添、水上 真空、原、山本、足立

高繁、幸喜、山本、伏原、石川、橋本、吉住 木下、飯野、宮本、副島、井添、森田、水上

●一般会員の方は、eラーニングシステムによる事前予約が必要です

●開催日の一ヶ月前の時点で、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されている時は、その月の開催を中止と致します。

8月～11月午後EX応用実技参加の先生は、お持ちの打鍼用木槌と打鍼をお持ちください。 
また、12月～3月の午後EX応用実技は古代鍼を用いますのでご持参ください。
お持ちでない方は「いっしん」（https://isshin.asia/needle）よりお求め頂ける下記の物をお勧めいたします。
●打鍼用槌：桜 or カリン or ホワイトアッシュ黒檀 
●打鍼：細ステンレス製（ø6×70mm）

8月以降変更 10：00～12：00 12：00～13：30 13：30～15：30 15：45～16：30
会場予約 9：00～17：00 昼休み（90分間）

12月18日 ST 基礎実技 EX 応用実技

腹診・脈診
南ホール、南71 腹部打鍼術＋脈診

01月08日 ST 基礎実技 EX 応用実技

腹診・原穴診 腹部打鍼術＋原穴診
501：255、502：36 ST 基礎実技

02月19日
腹診・背候診

EX 応用実技

501：255 腹部打鍼術＋背候診

03月19日

全室：282、紅白梅

ST 基礎実技 EX 応用実技
12月18日

南ホール、南71

01月08日

髙木、原、山本、足立

501：255、502：36 ドクターコース　新風代表、村井

02月19日

501：255



−支部定例会（東京会場）−

本会員、准会員無料 本会員無料、准会員有料 講師陣

講師陣ミーティング
腹診・脈診

総合判断能力

腹部打鍼術＋脈診

講師陣ミーティングワイム（高田馬場）
腹診・原穴診

総合判断能力

腹部打鍼術＋原穴診

講師陣ミーティング
腹診・背候診

総合判断能力

腹部打鍼術＋背候診

講師登用試験

学術試験採点 各種実技試験ワイム（高田馬場）
准講師昇格試験

正講師昇格試験

ワイム（高田馬場）

腹診・脈診
特別代表講演

総合判断能力

リアル＋ライブ配信

講師陣ミーティング
腹診・原穴診

総合判断能力

講師陣ミーティング
腹診・背候診

総合判断能力

実技担当講師 午前・午後

尾崎、竹下、坂井

𡈽田、竹山、森岡、佐藤

（高田、筒井、浅田）

尾崎、竹下、坂井

ワイム（高田馬場） 𡈽田、竹山、森岡、佐藤

（高田、筒井、浅田）

尾崎、竹下、坂井

𡈽田、竹山、森岡、佐藤

（高田、筒井、浅田）

尾崎、竹下、坂井

ワイム（高田馬場） 𡈽田、竹山、森岡、佐藤

RoomC （高田、筒井、浅田）

尾崎、竹下、坂井

𡈽田、竹山、森岡、佐藤

（高田、筒井、浅田）

尾崎、竹下、坂井

𡈽田、竹山、森岡、佐藤

（高田、筒井、浅田）

●一般会員の方は、eラーニングシステムによる事前予約が必要です
●開催日の一ヶ月前の時点で、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されている時は、その月の開催を中止と致します。

7月～10月午後EX応用実技参加の先生は、お持ちの打鍼用木槌と打鍼をお持ちください。 
また、12月～2月の午後EX応用実技は古代鍼を用いますのでご持参ください。
お持ちでない方は「いっしん」（https://isshin.asia/needle）よりお求め頂ける下記の物をお勧めいたします。
●打鍼用槌：桜 or カリン or ホワイトアッシュ黒檀 
●打鍼：細ステンレス製（ø6×70mm）

7月以降、変更 10：00～12：00 12：00～13：30 13：30～15：30 15：45～16：30
会場予約 9：00～17：00 昼休み（90分間）

07月24日 ST 基礎実技 EX 応用実技

AP西新宿

Pルーム：108

09月25日 ST 基礎実技 EX 応用実技

room4B：105

10月23日 ST 基礎実技 EX 応用実技

AP西新宿

Pルーム：108

11月27日

room4B：105 A・B筆記試験

12月25日 ST 基礎実技 13：00～14：00 14：30～16：30

EX 応用実技

room4B：105

腹部打鍼術+脉診

01月29日 ST 基礎実技 EX 応用実技

AP西新宿

Pルーム：108 腹部打鍼術+原穴診

02月26日 ST 基礎実技 EX 応用実技

AP西新宿

Pルーム：108 腹部打鍼術+背候診

07月24日

AP西新宿

Pルーム：108

09月25日

room4B：105

10月23日

AP西新宿

Pルーム：108

12月25日

01月29日

AP西新宿

Pルーム：108

2月26日

AP西新宿

Pルーム：108



・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。

本会員 准会員

オススメ動画 ○ ○ ○

初級講座 ○ ○ ○

中級講座 ○ ○ ×

上級講座 ○ × ×

私なりの北辰会方式取得法
北辰会方式実践基礎力

第一回古典講座ライブ
短期習得の手引き

原、足立、山本 堀内齊毉龍 竹下有、山本克仁 藤本新風、奥村裕一

北辰会基礎

北辰会方式とは 太極陰陽論 体表観察学概論 胃の気の脈診

山本克仁 原元氣 藤本新風

臓腑経絡学

臓腑経絡学　概論 臓腑経絡学（肺・大腸） 臓腑経絡学（胃・脾） 臓腑経絡学（心・小腸）

油谷真空 山本克仁 足立尚哉 原元氣

臓腑経絡学（膀胱・腎） 臓腑経絡学（心包・三焦） 臓腑経絡学（胆・肝）

山本克仁 原元氣 足立尚哉

各種弁証

八綱弁証 気血津液弁証 病邪弁証 正邪弁証

各務祐貴 松本賢一 竹山悠樹 古田久明

空間弁証

飯野祐二

経穴解説

経穴解説（肺〜胃） 経穴解説（脾〜小腸） 経穴解説（膀胱〜心包） 経穴解説（三焦〜肝）

𡈽田丈 本山裕子 佐藤達也 金子太

体表観察実技

望診 実技 脈診 実技 原穴診 実技 井穴診 実技

山本克仁 油谷真空 山本克仁 足立尚哉

腹診 実技 背候診 実技 空間診 実技 尺膚診 実技

竹下有 坂井祐太 竹下有 足立尚哉

−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。

・2022年6月1日〜2023年3月末まで24時間随時配信いたします。

准会員B

オ
ス
ス
メ

eラーニング講座Q &A

初
級
講
座

堀内齊毉龍



実践基礎

婦人科基礎 婦人科カルテ 男性カルテ 気血津液の生理と病理

原元氣 足立尚哉 原元氣 山本克仁

六淫の外邪と
北辰会方式 臨床家の問診

内生五邪について

竹下有 山本克仁

臨床各論

運動器疾患 不眠・多夢 アトピー性皮膚炎 目眩・耳鳴

𡈽田丈 飯野祐二 森岡健介 祖父江匡晃

中医小児科学と 中医小児科学と

鍼灸治療① 鍼灸治療②

油谷真空 油谷真空

伝統鍼灸医学

臨床古典学 
奇経八脈解説 経筋経別

腹部打鍼の周辺事情

奥村裕一 竹下有 竹下有 竹下有

温疫について 七情について
『舌鑑弁正』から学ぶ小柴胡湯

水本淳 水本淳 尾崎真哉 尾崎真哉

診察・診断・治療

病因病理の構築に 北辰会方式の 病因病理・弁証 症例カルテ解説

必要な問診 病因病理チャート作成 治則治法・選穴 「四肢厥冷」

坂井祐太 藤本新風 山本克仁

証の絞りこみと治療方針転換 風寒表証に対する 補瀉論 補瀉論Ⅱ

の判断トレーニング 北辰会方式治療 （上級者向け） （上級者向け）

堀内齊毉龍 藤本新風 藤本新風 代表講義 藤本新風

経穴刺鍼・抜鍼実技

公孫 刺鍼および抜鍼 後渓 刺鍼および抜鍼 至陽 刺鍼および抜鍼 内関 刺鍼および抜鍼

高木、水本、坂井、山本 新風、真空、原、竹下 新風、尾崎、竹下、足立 水本、真空、原、足立

天枢 刺鍼および抜鍼 臨泣 刺鍼および抜鍼 外関 刺鍼および抜鍼 申脈 刺鍼および抜鍼

新風、高木、竹下、坂井 水本、尾崎、竹下、山本 水本、原、坂井、山本 高木、真空、尾崎、足立

照海 刺鍼および抜鍼 百会 刺鍼および抜鍼

新風、真空、坂井、足立 高木、尾崎、原、山本

中
級
講
座

上
級
講
座

十五絡(絡脈)について

シリーズ傷寒雑病論24 シリーズ傷寒雑病論25

これで完璧!?呉茱萸湯！

堀内齊毉龍



・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。

・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。

本会員 准会員

プレミアム講座 ○ ○ ×

臨床実技講座 ○ × ×

プレミアム講座 臨床実技講座

ドクター講演
毫鍼刺鍼及び抜鍼：合谷

「起きられない子供たち」

竹本先生 髙木、真空、尾崎、原、足立

毫鍼刺鍼及び抜鍼：陰谷
・・・・・

水本淳 新風、水本、竹下、坂井、山本

蓮風打鍼術の基礎 火曳之針

飯野祐二 髙木、真空、原、竹下、坂井

ドクター講演
火曳之針

「視診から学ぶこどものみかた」

児玉先生 新風、水本、尾崎、足立、山本

水本、真空、竹下、足立、山本

堀内齊毉龍 新風、髙木、尾崎、原、坂井

古代鍼術の基礎 古代鍼術

森岡健介 髙木、尾崎、原、竹下、足立

古代鍼術

橋本浩一 新風、水本、真空、坂井、山本

臨床各論
毫鍼刺鍼及び抜鍼：章門

月経痛

古田久明 原、竹下、足立、坂井、山本

・・・・・ 毫鍼刺鍼及び抜鍼：腎兪

竹下有 新風、髙木、水本、真空、尾崎

−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。

・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。

准会員B

eラーニング　期間限定動画

6月

6月1日～6月末

7月
シリーズ傷寒雑病論26

7月1日～7月末

8月

8月1日～8月末

9月

9月1日～9月末

10月 更年期症状・障害について 散ずる針 or 相挽之針

10月1日～10月末 尾崎真哉

11月
限られた情報から如何に

散ずる針 or 相挽之針
治療方針を変更（確定）するか

11月1日～11月末

12月

12月1日～12月末

1月 内経気象学　2022年

2022年1月1日～1月末

2月

2月1日～2月末

3月

3月1日～3月末



−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。

本会員 准会員

無料

無料 無料 無料

古典講座ライブ配信

体表観察実技解説／山本克仁、坂井祐太

古典講座ライブ配信 第十二回 古典に学ぶ病因病機学／藤本新風、奥村裕一

古典講座ライブ配信 第十三回 古典に学ぶ病因病機学／藤本新風、奥村裕一

古典講座ライブ配信 第十四回 古典に学ぶ病因病機学／藤本新風、奥村裕一

古典講座ライブ配信 第十五回 古典に学ぶ病因病機学／藤本新風、奥村裕一

古典講座ライブ配信 第十六回 古典に学ぶ病因病機学／藤本新風、奥村裕一

准会員B

エキスパート（Ex）ライブ配信 聴講費 3,000円 聴講費 3,000円

スタンダード（St）ライブ配信

聴講費 2,000円 聴講費 2,000円 聴講費 2,000円

5月15日（日）
スタンダード（St）ライブ配信

10：00〜12：00

6月5日（日）

10:00〜11:30（最大12:00）

7月31日（日）
エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／油谷真空、山本克仁

10：00〜12：00

8月7日（日）

10:00〜11:30（最大12:00）

9月11日（日）
エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／竹下有、坂井祐太

10：00〜12：00

10月2日（日）

10:00〜11:30（最大12:00）

11月6日（日）
エキスパート（Ex）ライブ配信 10:00～11:00　更年期障害／尾崎真哉

11:00～12:00　女性会員を中心に座談会／司会：尾崎真哉10：00〜12：00

12月11日（日）

10:00〜11:30（最大12:00）

1月22日（日）
エキスパート（Ex）ライブ配信 症例検討会  or  症例解説／油谷真空、尾崎真哉

10：00〜12：00

2月5日（日）

10:00〜11:30（最大12:00）

3月12日（日）
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

10：00〜11：30
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