平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：高橋
開催

主催

正佳

（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・初めて

・数回目

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年１回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年１回は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療
・スポーツ鍼灸

・中医学講座

・介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・不妊治療

・美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修会

・専門領域/婦人科系疾患

・治療院見学会と経営講座

・総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望と今回の研修の感想
来年度開催の障がい者大会の産科に大変役立った。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：黒川淳二

（補助金支給のため要

記入）
開催

主催

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・

何回目か分かりませんが、ほぼ出席しています。

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年２回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年３回程度は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
〇ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療
・スポーツ鍼灸

・中医学講座

・介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・〇有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・不妊治療

・美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修会

・専門領域/婦人科系疾患

・治療院見学会と経営講座

・〇総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望

最新の整形外科の疾患と治療

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていた
だきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。 harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート

アンケートご回答者氏名： 町野

公一

（補助金支給のた

め要記入）
開 日時
催
場所

平成 28 年 12 月 18 日
河原医療福祉専門学校
〒790-0014

4階

基礎医学教室

松山市柳井町 3 丁目 3－13

℡089-946-3388

主 （公社）全日本鍼灸学会中国四国支部
催
この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・初めて

・複数回目

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年数回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年数回は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけ
ますか』
ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療
・スポーツ鍼灸

・中医学講座

・介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・不妊治療

・美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修会

・専門領域/婦人科系疾患

・治療院見学会と経営講座

・総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望

・その他のご希望と今回の研修の感想
バスケット用車いすに乗ることができ、選手の動きを実感する事ができた。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料と
させていただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でござい
ます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。 harikyu@shikoku.ne.jp
0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート

アンケートご回答者氏名：
開 日時
催
場所

佐伯

智美

（補助金支給のため要記入）

平成 28 年 12 月 18 日
河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

主 （公社）全日本鍼灸学会中国四国支部
催
この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたしま
す。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・初めて

○・

回目

回数は分かりませんができるだけ参加しています

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年

回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない

チーム

帯同をしています
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

○・毎年

５～６回は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただ
けますか』
ぜひ参加したい・○休日ののみ参加可能・参加予定なし

競技帯同をしているので難しいかも

しれません
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・中医学講座

・○認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療

・○介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・不妊治療

・○美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修

会
・スポーツ鍼灸

・有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・専門領域/婦人科系疾患

・○治療院見学会と経営講座

・総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望
車椅子バスケットの競技特性をよく理解できた。
ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせていた
だきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp

0897-36-1331

なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：宇都宮
開催

主催

光慶（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・初めて

・数回目

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年 1 回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年 2 回は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療
・スポーツ鍼灸

・中医学講座

・介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・不妊治療

・美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修会

・専門領域/婦人科系疾患

・治療院見学会と経営講座

・総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望

・その他のご希望と今回の研修の感想
車椅子バスケットをよく知ることができ、サポート準備に大変役立った。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：田上誠司
開催

主催

（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・初めて

・３

回目？

『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年

回は参加している・治療室での対応が主である・あまり経験がない

『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年

回は参加している

・現在までは参加回数が少ない

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし・・・諸行事と日程が重なっているので参加出来ませ
ん。
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療
・スポーツ障害

・認知症の鍼灸治療

・神経内科領域と鍼灸治療
・スポーツ鍼灸

・中医学講座

・介護予防認定鍼灸師講座
・テーピング講習会

・鍼灸治療の基礎と応用

・有名な先生の実技講座

・キネシオテーピング講座

・不妊治療

・美容鍼講座

・介護予防スキルアップ研修会

・専門領域/婦人科系疾患

・治療院見学会と経営講座

・総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：永易賢一郎
開催

主催

（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
何回目か分かりませんが、ほぼ出席しています。
『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年参加している・治療室での対応が主である
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年参加している

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい

『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
〇ぜひ参加したい
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療 ・介護予防認定鍼灸師講座 ・スポーツ障害 ・認知症の鍼灸治療
テーピング講習会
・スポーツ鍼灸

・神経内科領域と鍼灸治療

・

・介護予防スキルアップ研修会

・〇有名な先生の実技講座

・その他のご希望と今回の感想
普段なじみの薄い、レスリング・車椅子バスケットの競技現場のメディカルサポートとしての対応ををよく
知ることができ、

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：佐々木
開催

主催

恵子

（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
何回目か分かりませんが、ほぼ出席しています。
『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年参加している・治療室での対応もある
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・今後は内容次第では積極的に参加していきたい
『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
〇ぜひ参加したい
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・トリガーポイント治療

・スポーツ障害

・テーピング講習会

・神経内科領域と鍼灸治療

・スポーツ鍼灸

・有名な先生の実技講座

・その他のご希望と今回の感想
このようにアスレチックトレーナーと鍼灸師の資格を有した講師の先生が地元松山で教鞭をとられ大変心
強く思う。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

平成 28 年度全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会愛媛会場参加アンケート
アンケートご回答者氏名：日浅早人
開催

主催

（補助金支給のため要記入）

日時

平成 28 年 12 月 18 日

場所

河原医療福祉専門学校 4 階 基礎医学教室
〒790-0014 松山市柳井町 3 丁目 3－13 ℡089-946-3388

（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部

この度の研修会のご参加ありがとうございます。アンケートのご協力よろしくお願いいたします。
『全日本鍼灸学中国四国支部認定講習会は何回目のご参加でしょうか』
・ほぼ出席しています。
『スポーツ現場での選手やスポーツ愛好家に対するサポート経験はございますか。』

・毎年参加している
『スポーツ鍼灸関連の研修会には参加されていますか』

・毎年複数回程度は参加している

今後も積極的に参加していきたい

『来年開催されますえひめ国体と身体障がい者えひめ大会に鍼灸ケアサポートにご協力いただけますか』
〇ぜひ参加したい・休日ののみ参加可能・参加予定なし
『今後の研修会の内容につき、ご希望やご意見がございましたらお教え下さい』
複数のご回答も結構です。

・介護予防スキルアップ研修会
・スポーツ鍼灸

・〇有名な先生の実技講座

・〇総合内科医師によるドクターG シリーズ

臨床推論

・その他のご希望と今回の研修の感想
今回の研修会では、スポーツ現場での外傷と傷害にたいするリスク管理・鍼灸治療と他職種との関わり
障がい者スポーツの実際につき、かなり詳しく解説していただいた。来年度開催の障がい者大会のボランテ
ィア参加に大変役立った内容と実感した。

ご協力ありがとうございました。大切なご回答情報は研修研究事業の大切な資料とさせて
いただきます。当アンケートはメール・ＦＡＸでも後日に送信可能でございます。
研修事業担当の日浅までよろしくお願いいたします。harikyu@shikoku.ne.jp 0897-36-1331
なるべく平成 28 年 1 月 10 日までにご回答くださいますようお願いいたします。

