
(社）福島県作業療法士会御中 平成30年5月吉日

日本浮腫療法協会

会長木内由美子

｢浮腫療法講習会」開催案内文書送付について

（お願い）

謹啓皐月の候、貴士会におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当協会の活動にご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度平成30年7月から東北地区での「浮腫療法基本手技」講習会の開催

日程が決定致しましたので、ご案内の文書を送付させて頂きます。

何卒、ご査収頂けますようにお願い申し上げます。

時節柄、お忙しいとは存じますが皆様方にはご自愛頂き、ご活躍されますことを

お祈り申し上げております。

謹白

【お問い合わせ先】日本浮腫療法協会本部事務局（担当相場、木内）

〒770-0855徳島県徳島市新蔵町1丁目95フジイビル2階
（株式会社ゆうゆう内）

TEL:088-657-7182(平日10:00-17:00)FAX:088-657-7183

E-mail husvu-honbu@Deace・ocn.、e，

日本浮腫療法協会HP http:yhuSvuhonbu.web.f2.com/



e

｢基本手技コースI」講習会開催予定

日程 開催地 最寄り駅 会場名(予定） 日程 開催地 最寄り駅 会場名(予定）

H30.5月12日(土） 島根県
－畑電車北松江線
松江しんじ湖温泉駅

サンラポーむらくも H30.7月7日(土） 宮城県 JR東仙台駅 エスポールみやぎ

H30.5月19日(土） 奈良県 近鉄奈良駅 奈良市ならまちセンター H30.7月21日(土） 岩手県 JR盛岡駅 岩手県民会館

H30.5月26日(土） 大阪府 近鉄上本町駅 たかつガーデン H30.7月28日(土） 秋田県 JR秋田駅 フォーラムアキタ

H30.6月2日(土） 兵庫県 JR須磨海浜公園駅 シーパル須磨 H30.8月11B(土） 北海道 地下鉄南北線｢札幌駅」 道特会館

H30.6月9日(土） 滋賀県 京阪電車石場駅 ピアザ淡海 H30.8月18B(土） 福島県 JR福島駅 福島テルサ

H30.6月16日(土） 京都府 JR円町駅
京都アスニー

(京都市生涯学習総合センター）
H30.8月25日(土） 三重県 未定 未定

｢基本手技コースⅡ」講習会開催予定

日 程 開催地 最寄り駅 会場名(予定） 日程 開催地 最寄り駅 会場名(予定）

H30.5月13日(日） 島根県
一畑電車北松江線
松江しんじ湖温泉駅

サンラポーむらくも H30.7月8日(日） 宮城県 JR東仙台駅 エスポールみやぎ

H30.5月20日(日） 奈良県 近鉄奈良駅 奈良市ならまちセンター H30.7月22日(日） 岩手県 JR盛岡駅 岩手県民会館

H30.5月27B(日） 大阪府 近鉄上本町駅 たかつガーデン H30.7月29B(B) 秋田県 JR秋田駅 フォーラムアキタ

H30.6月3日(日） 兵庫県 JR須磨海浜公園駅 シーパル須磨 H30.8月12日(日） 北海道 地下鉄南北線｢札幌駅」 道特会館

H30.6月10B(日） 滋賀県 京阪電車石場駅 ピアザ淡海 H30.8月19日(日） 福島県 JR福島駅 福島テルサ

H30.6月17日(日） 京都府 JR円町駅
京都アスニー

(京都市生涯学習総合センター）
H30.8月26日(日） 三重県 未定 未定

※募集地以外の上記会場でもご受講出来ます｡また､ホームページでも掲餓致しております｡ご希望の方は､事務局まで直接お問い合わせください。

※講習会開催予定の会場は事情により変更となることがございますので予めご了承下さい。

※未定の講習会会場につきましては随時決定しだいホームページで掲戯いたしますので､ご確認下さい。

TEL:088-657-7182(平日10:00～17:00)FAX:088-657-7183E-Mail:Husyu-Honbu@peace.ocn.nejp HP:Http://HusyuHonbu.web・fc2・com/



講習会遠地開催徴収金についてのお願い

北海道・沖縄県・東北地区での講習会に参加ご希望の先生方は必ずお読み下さい。

北海道・沖縄県・東北地区での講習会開催につきましては、日本浮腫療法協会のインストラクターが

徳島県からの派遣となりますので、交通費などの費用負担が大きく、やむを得ず交通費などの一部負担

を受講される先生方にお願いする次第になりました。

遠地開催徴収金に関しまして、次の金額を参加希望の先生方各自にご負担して頂くこととなります。

遠地開催徴収金：北海道地区・沖縄地区￥5,000、

東北地区（青森・秋田・岩手・福島・宮城・山形）￥4,000

誠に恐縮ではございますが、受講希望の先生方のご理解、ご協力を切にお願い申し上げます。

当該地区の先生方がお支払いになられる講習会費用は講習会ご案内文書に記載されている講習会費

用ではなく下記の金額となりますので重ねてご理解頂けますようにお願い申し上げます。

※参加費用の事例

☆北海道開催講習会

受講料十テキスト代金十遠地開催徴収金（5,000円）の合計金額

なお、テキストを購入済みの方は受講料十遠地手当（5,000円）の合計金額となります。

☆沖縄県開催講習会

受講料十テキスト代金十遠地開催徴収金（5,000円）の合計金額

なお、テキストを購入済みの方は受講料十遠地手当(5,000円)の合計金額となります。

☆東北地区（青森・秋田・岩手・福島・宮城・山形）開催講習会

受講料十テキスト代金十遠地開催徴収金(4,000円）の合計金額

なお、テキストを購入済みの方は受講料十遠地手当（4,000円）の合計金額となります。

【お問い合わせ先】日本浮腫麺識去協会本部事務局(担当相場･木内）

〒770-0855徳島県徳島市新蔵町1丁目95フジイビル2階

（株式会社ゆうゆう内）

TEL:088-657-7182(平日10:00-17:00)FAX:088-657-7183

Eメールアドレス hnnsvu-honbu@Deace.ocn.ne.im

日本浮I重療法協会ホームページアドレスhttp:/husvu],nnh,,、x7phH,'Fnwh/



理学療法士・作業療法士・各位

日本浮腫療法協会

会長木内由美子

｢基本手技コース」地区講習会開催のご案内

拝啓先生方におかれましては、日々の研修・臨床の場においてご活躍のことと存じます。

平成16年4月に設立致しました当協会も13年目に入り、これまでに開催した浮腫療法講習会参加者も

延べ1万5千名を超えました。

これも皆様方の、浮腫療法に対するご理解の賜物だと深く感謝申し上げます。

浮腫療法講習会は設立当初におきまして理学療法士・作業療法士を対象として開催してまいりましたが、

医師・看護師・言語聴覚士等にもご参加頂き、浮腫療法に対する皆様方の期待や関心の高さを実感致してお

ります。

現在『浮腫療法｢基本手技コース｣講習会』を北は北海道から南は沖縄まで全国で開催いたしております。

今回先生方に「浮腫療法」をぜひ体感して頂きたく、浮腫療法講習会をご案内申し上げます。

敬具

“浮腫療法”とは徒手によるアプローチによってリンパ循環を改善する事を目的として開発された技術で

あります。従来の徒手による治療アプローチは筋系や関節系が主体でありましたが、リンパアプローチと

いう新しい循環アプローチを取り入れることにより、更なる治療効果を期待することが可能となりました。

また、リンパアプローチは各種治療者の問でも注目を浴びてきております。実際、リンパアプローチの

技術を修得することにより、幅広く利用者様や患者様のニーズにお応えすることができるようになってい

くであろうと、当協会への|臨床報告において確信しております。

さらに､緩和ケアのアプローチ手段のひとつとして活用されることが患者様のQOLの向上に役立ち患者

様の生活の支えになればと願っております。是非とも、多くの先生方のご参加をお待ち致しております。

◎浮腫療法講習会で使用しております講習会テキスト「新浮腫療法の理論と基本手技」は希望される

先生方にも、随時販売しております｡各先生方のご経験を生かされて独習教本として活用いただいても

結構でございます。ご購入希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。

【注意事項】「浮腫療法基本手技コースI･Ⅱ．Ⅲ」はベッドバージョンとマットバージョンの2種類

ございます。地区講習会はマットバージョンで開催しております。本部講習会においては

「基本手技コースI．Ⅱ.Ⅲ」連続講習会はベッドバージョン、「基本手技コースⅢ」単

独講習会ではベッドバージョンとマットバージョンを開催致しております。

ジョンで作成されておりますので､ベッテキストはマットバー ドバージョン講習会におい
一

てもマットバージョンテキストを使用いたしますので予めご了承下さい。

つきましては浮腫療法講習会に参加ご希望の方は必要事項を別紙のF過X申込用紙にご記入の上、後

述の【お申し込み先】

ます。尚、定員に達

ご連絡くださいますようお願い申し上げ
矛
』
一

へ

定員に達するまで引き続きお申し込みをお受付致しております。

①



【開催日時・場所】別紙日程のとおり

※講習会の内容等に関するお問合せは日本浮腫療法協会事務局までお願い致します。

※日程的に参加が難しい場合、他の地区で開催する「基本手技コース」にも参加いただけます。開催場所や日程など詳細は

当協会のホームページか同封の｢講習会スケジュール｣一覧表をご覧下さい。

※「基本手技コースI･Ⅱ」の同時申込も可能です。この場合は「基本手技コースI」は必修となります。

【講習内容】

「基本手技I」①講義（午前）：浮腫の基礎知識（脈管学・循環学等)、浮腫療法の概要（浮腫の原因分類等）

②実技（午後）：浮腫療法の実際（頚部・上肢のリンパドレナージ）

「基本手技Ⅱ」実技（午前・午後）：浮腫療法の実際（腹部・下肢のリンパドレナージ）

【講習時間】受付：午前9時10分～講習時間：午前9時30分～午後4時30分まで（変更有り）

【講師】日本浮腫療法協会公認インストラクター

【参加費用】事前振込となります。

テキス ﾄ代栓コース共用） ；7,524円十税･受講料(基本I):14,286円十税・受識料(基本Ⅱ):14,286円十税

にて「受講決定案内」を送付致します（各講習会申込締切後に送付します、郵送ご希望の場合には

侭お「受講決定案内」で、参加費用総額（税込）と振込先もご案内させて頂きますので、期日まで

※受講が決まりましたら、FAXにて「受講決定案内」を送付致します（各講習会申込締切後に送付します、郵送ご希望の場合には

送付先をお知らせ下さい)。なお「受講決定案内」で、参加費用総額（税込）と振込先もご案内させて頂きますので、期日まで

にお振込み下さい。また、一度お振込み頂いた受講料は当日欠席されましてもご返金致しかねますのでご了承下さい。前もって

テキストを購入された方は受講料のみのお振込みとなります。

【参加特典】

基本手技コースI･n･Ⅲを全て修了された方に基本手技コース習得証を発行いたします。（日本浮腫療法協会認定）

|1－頚部･上肢||Ⅱ一腹部･下肢||Ⅲ一体幹･顔面･頭部｜

※基杢壬技コースIを受講鼓した方のみ､_基本壬蓮三三ZⅡ皇Ⅲの三二Zを量誰玄量こと遊亘きま丈。

【参加定員】各日先着14名※会場･申込人数によっては定員の変更がありますので、ご了承ください｡最低開催人数は8名です。

【特記事項】（詳細は受講決定案内にてご案内致します）

※講習会における録音・録画等についてはご遠慮願います。

※一室技Cmjやﾂー k,服装（ジャージ等）でお願いいたします｡ナイロン製などの滑りやすい素材は避けてくださし〕。

※妊娠されている方は一度ご連絡ください。

※テキストのみをご峨入の場合は 同封の申込用紙をFAX後、指定の口座にお振込下さ い。入金確認後に発送致します。

【ホームページについてのお知らせ】日本浮腫療法協会の概要や沿革、講習会開催予定などの様々な情報を掲載致して

おります。これからも日本浮腫療法協会から皆様方へ様々な情報を発信して参りたいと思いますので、興味をお持ち頂

いた方は是非下記のアドレスへアクセスして頂きたいと思います。フェイスブックへのアクセスもお待ちしております。

旧本浮腫療法協会ﾎーﾑページアドレスhttp:/husvuhonbu.web.fb2coml
※各検索サイトで“日本浮腫療法協会”と検索して頂くか、上記URLを直接入力下さい。

【お申し込み先】日本浮匪劃寮法協会本部事務局(担当相場.木内）

〒770-0855徳島県徳島市新蔵町1丁目95フジイピル2階

（株式会社ゆうゆう内）

TEL:088-657-7182(平日10:00-17:00)FAX:088-657-7183

Eメールアドレス husvu-honbu@peace.ocn｡ne.ip

②



各位

｢基本手技コース」本部講習会開催のご案内

日本浮腫療法協会

会長木内由美子

先生方におかれましては、日々の研修・臨床の場においてご活躍のことと存じます。

平成20年4月から浮腫療法の発祥の地であります徳島において本部講習会を開催いたしております｡本部では

｢基本手技コースI．Ⅱ．Ⅲ」を開催し、全国各地では「基本手技コースI。Ⅱ」を開催しております。本部で

は以下の日程と内容で講習会を開催しており、またホームページでも随時ご案内しております。

【開催 日】

記

以下の日程での開催となります。

「基本手技コースI。Ⅱ。Ⅲ（ベッドバージョン）」

基本手技コースI 基本手技コースⅡ 基本手技コースⅢ

平成29年10月 7日(土） 8日(日） 9日(月）

平成29年11月 3日(金） 4日(土） 5日(日）

平成30年1月 6日(二二） 7日(日） 8日(月）

平成30年2月 10日(二二） 11日(日） 12日(月）

平成30年4月 28日(士） 29日(日） 30日(月）

平成30年5月 4日(金） 5日(土） 6日(日）

平成30年7月 14日(土） 15日(日） 16日(月）

平成30年8月 4日(二二） 5日(日） 6日(月）

平成30年9月 15日(士） 16日(日） 17日(月）

平成30年10月 6日(二二） 7日(日） 8日(月）

平成30年11月 23日(金） 24日(士） 25日(日）

平成31年1月 12日(士） 13日(日） 14日(月）

平成31年2月 9日(二二） 10日(日） 11日(月）

平成31年4月 27日(士） 28日(日） 29日(月）

平成31年5月 3日(金） 4日(士） 5日(日）

平成31年7月 13日(士） 14日(日） 15日(月）

平成31年8月 3日(二二） 4日(日） 5日(月）

平成31年9月 14日(士） 15日(日） 16日(月）

※3日連続受講も可能です。基本手技Iのみの単独受講も可能です。

※基本手技コースI(現在各地で開催している講習会も含む）を受講された方のみ基本手技コースⅡ

※中級コース(H29/12．H30/6．12．H31/6)･上級コース(H30/3．H31/3)開催予定。

「基本手技コースⅢ」

マットバージョン ベッドバージョン

平成30年3月31日(士） 平成30年6月30日（士）

平成30年12月29日(士） 平成31年3月31日（日）

平成31年6月29日(二二）

．Ⅲが受講できます。

③



【講習内容】「基本手技I」①講義（午前）：浮腫の基礎知識（脈管学・循環学等）

浮腫療法の概要（浮腫の原因分類等）

②実技（午後）：浮腫療法の実際（頚部・上肢のリンパドレナージ）

「基本手技Ⅱ」実技：浮腫療法の実際（腹部・下肢のリンパドレナージ）

「基本手技Ⅲ」実技：浮腫療法の実際（体幹・顔面・頭部のリンパドレナージ）

「基本手技コースI。Ⅱ。Ⅲ（ベッド)」・「基本手技コースⅢ」共通事項

【講習時間】受付：午前9時10分～講習時間：午前9時30分～午後4時30分まで（変更有）

【講習会場】日本浮腫療法協会本部研修室

〒770-0855徳島県徳島市新蔵町1丁目95フジイビル2階(株式会社ゆうゆう内）

【参加特典】基本手技コースI．Ⅱ。Ⅲを全て修了された方には基本手技コース習得証を発行致します。
（日本浮腫療法協会認定）

【参加費用】受講料：14,286円十税（1日分）

テキスト代：7,524円十税（すでに購入されている方は不要です）

※参加費用総額（税込）は受講決定通知にてお知らせ致します。参加費用は指定銀行口座への事前振込となり

ますので、期日までお振込み下さい。尚、一度お振込み頂いた受講料等は当日欠席されましてもご返金致し

かねますので予めご了承下さい 前もってテキストを購入された方は受講料のみのお振込みとなります。

【参加定員】先着12名（バージョンにより人数変更有）

※最低開催参加人数(4名)に達しない場合に講習会は中止となることもございます。

【募集期間】各講習会開催日の1ヵ月前まで受付を致します。

【受講決定通知】講習会の締め切り後に郵メールで送付させて頂きます。Eメールでの返信をご希望される方

はメール添付での送付も可能です (ただし携帯メールは不可、協会からのメール受信が出来るように受信設定
一 一

の変更の必要が有ります）。その後定員に達するまで随時送付させて頂きます。定員締め切り後はその日の受

､ますので、その旨をご連絡させて頂きます。参加定員に達したかどうかはホームペ講ができない場合もございますので、

－ジにてご案内させて頂きます。

【申込方法】本部での講習会受講を希望される方は原則メールでのお申込となります｡必要事項をご記入

の上、下記のe-mailアドレスまでご連絡ください。こちらから受講の可否および受講に必要な詳しい案内を

送付させていただきます。パソコンからの返信を受け取れるように設定変更をお願いします

※お送り頂いた個人情報は日本浮腫療法協会での事務手続きにのみ使用致します。

【お問合わせ・お申込先】日本浮腫療法協会本部（担当相場・木内）

T770-0855徳島県徳島市新蔵町1丁目95フジイビル2階

（株式会社ゆうゆう内）

TEL:088-657-7182(平日10:00-17:00)FAX:088-657-7183

、メール： h''gvu-honbu@Deace.ocn.ne.im

URL http:"husvuhonbu.web､此2.com/

ー

【お申込み必要事項】

①氏名（習得証に記載致しますので正しくご記入下さい｡）②職種③経験年数

④勤務先⑤受講希望コース⑥受講希望日

⑦案内文送付先名・住所・TEL(自宅か勤務先かを必ず明記下さい):Eメール可※Ⅱ（携帯不可）

⑧過去に受講のコースが有ればコース名と受講年月日

※1パソコンからの返信を受け取れるように設定変更をお願いします。

④
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浮腫療法「基本手技コース」講習会FAX申込み用紙
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※各講習会につきましては開催予定表をご確認の上､ご希望の講習会の日時･会場名をご記入ください
鋒一少少－▲I▲~

希望開催地 希望受講コース

第1
希望

(都･道･府･県）

第2
希望

(都･道･府･県）

第3
希望

(都･道･府･県）

<申込方法〉

希望受講日 希望受講会場名

平成年月日（）

平成年月日（）

平成年月日（）

受講決定の案内

※各日先着14名とさせていただきます｡なお､受講の決定につきまし
ては､締め切り後に下記ご勤務先FAXまたはご希望のFAX送信先ま
でFAXにて｢受講決定通知｣もしくは｢受讃不可通知｣をご案内させて
いただきます｡郵送にての送付をご希望の方は通信欄に送付先の
氏名･住所をお書き添えください｡開催間近の郵送希望はお応えで
きない場合もございます｡予めご了承下さい。
※受講決定通知は遅くとも講習会が開催される10日前までにはFAX
等で送信いたします｡お手元に届いていない場合はご連絡下さい。
※講習会の会場につきましては変更する場合があります｡又､会場
都合等により定員も変更する場合があります｡予めご了承下さい。

※調晋一のし〕 蒲め切り’ ”,催日の4週間前とな’ 。Ⅱ同時申しう 可能で

カナ）『 三.園一＝い 代 表 の 方 を 1 の 柚 ’ 三 二 日 入 ごさい

基本手技Ⅱ受謂希望される堀合 蕊が、；,過去の受
■■

p

<ださL（名簿登§ なお、空白、不明

氏名(フリガナ） 職種 経験年数

(プリ刀アノ 即栃元毛：

①
(漢字氏名） T

年目

い

合は過去の受刷歴も己入

ー

面

心のあ舌をさ七

勤務先

部署 IeI

いただ

い 支Ⅲの受

ご了承くだ 、

Fax(勤務先・自宅）

襲ご＝B入<だ い

ご連絡先

鵬帝

I受踊決定通知』希望FAX送憎先

受講履歴 受講日:平成年月日(会場名）受講コース 受講日:平成年月日(会場名） 受講コース
(フリガナ） 勤務先名： 部署 TeI 硯帯

②
(漢字氏名） 〒 Fax(勤務先・自宅） l受鰯決定通知｣希望FAX送個先

年目

受講履歴 受講日:平成年月日(会場名）受講コース 受講日:平成年月日(会場名）受講ｺース

<通信欄〉※ご質問など何かわからないことがございましたら､ご自由にお霞きください。


