
過去のJAC開催セミナー （2003～） 

日付 セミナー・講演会タイトル・会場 講演者 

2003年 

11月24日 

業界サミット「法制化を考える」  

会場：日本赤十字社ビル 

ブルース・ボーン（Bruce Vaughan） （WFC前会長） 

森脇正人 （JAC会長） 

竹谷内一愿 （RMIT大学日本校代表代理） 

川西陽三 （KCS代表代理） 

村上一男 （村上整体専門医学院代表） 

塩川満章 （シオカワスクール代表） 

小池福夫 （DCLC代表代理） 

2004年 

1月31日＆ 

2月1日 

J-FOCS主催・JAC協賛 

Drロー 画像診断学セミナー  

会場：日本赤十字社ビル  

リンゼイ・ロー (Lindsay Rowe) 

（ジョンハンター病院 放射線科医）  

2004年  

2月22日  

経営哲学研究会  

会場：日本赤十字社ビル  

JAC会員ほか  

 

2004年  

7月4日  

JAC総会セミナー  

第2回法制化を考える  

会場：日本赤十字社ビル  

谷田伸二 （医療ジャーナリスト）  

島崎俊彦 （全国療術師協会）  

2005年  

7月3日  

JAC総会セミナー  

第3回法制化を考える  

会場：新橋IKビル  

田村恵子 （JAC顧問弁護士）  

2007年  

3月24日＆ 

3月25日  

J-FOCS・JAC共催  

Drロー 画像診断学セミナーPart II  

会場：日本赤十字社ビル  

リンゼイ・ロー (Lindsay Rowe) 

（ジョンハンター病院 放射線科医）  

2007年  

6月24日  

JAC総会セミナー  

顧問弁護士 記念講演  

会場：新橋IKビル  

西村好順 （JAC顧問弁護士）  

2010年  

3月21日＆ 

3月22日  

RMIT大学日本校主催・JAC協賛  

画像診断学特別セミナー  

会場：東京調理師専門学校  

ピーター・ブル (Peter Bull) 

（マッコーリー大学カイロプラクティック学科講師）  

2012年  

6月17日  

2012年度JAC総会セミナー  

ステップアップセミナー  

会場：新橋福祉会館  

和田孝一  

（JAC会員、朋和カイロプラクティック治療所） 

2013年  

1月26日＆ 

1月27日  

アジア太平洋カイロプラクターズ連合

（APCDF）年次総会  

スポーツカイロプラクティックにおける

統合脊椎テクニック  

会場：新橋交通ビル  

ジョン・ダウンズ (John Downes) 

（ライフ大学カイロプラクティック学科教授）  



2013年  

5月26日  

吉沢DCカイロ機能神経学  

応用プレセミナー  

会場：TCCキャンパス（U-MAX）  

吉沢公二 （よしざわカイロプラクティック）  

2013年  

6月23日  

2013年度JAC総会セミナー  

経営集客セミナー  

会場：TCCキャンパス（U-MAX）  

木津直昭 （JAC会員、KIZUカイロプラクティック）  

日野裕樹  

（JAC会員、リガーレカイロプラクティック）  

2014年 

5月16・17日

＆18・19日  

吉沢DCカイロ機能神経学  

応用実技セミナー  

会場：大阪（新大阪）＆東京（新橋）  

吉沢公二 （よしざわカイロプラクティック）  

2014年  

6月22日  

2014年度JAC総会セミナー  

カイロプラクティックを含む手技療法

による健康危害や誇大広告を防ぐ  

会場：新橋IKビル  

小坂潤子 （国民生活センター）  

倉本仁美 （日本広告審査機構）  

2015年 

3月27日＆ 

3月28日 

カイロプラクティック 

国際臨床教育会議 

主催：東京ｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 

後援：JAC 

会場：東京プリンスホテル 

参加国 

アメリカ、カナダ、オーストラリア、スペイン、メキシ

コ、マレーシア、フィリピン、韓国、日本 

2015年  

3月28日＆ 

3月29日  

カイロプラクティック国際セミナー 

「人々が中心の臨床ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ：ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝを重視する」  

「一流ｱｽﾘｰﾄへの即効性のある効果

的なｽﾎﾟｰﾂｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸﾃｸﾆｯｸ：国際

大会におけるｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸの役割」  

会場：東京都立産業貿易センター  

デニス・リチャーズ (Dennis Richards) 

（WFC前会長、リチャーズカイロプラクティック）  

マーティン・カマラ (Martin Camara) 

（フィリピンカイロ協会会長、インターケア代表）  

2015年  

6月14日  

2015年度JAC総会セミナー  

カイロプラクティック”現在と未来”  

会場：新橋IKビル  

司会 吉川祐介  

（JAC教育委員長、ウイケアカイロプラクティック）  

2016年  

6月19日  

2016年度JAC総会セミナー  

リスクマネジメント  

～初心に立ち返って～  

会場：新橋IKビル  

竹谷内克彰 

（JAC会員、よしかわクリニック整形外科、東京カ

レッジオブカイロプラクティック講師）  

2016年  

11月27日  

健康フォーラム２０１６  

「日本の超高齢社会における健康寿

命を考えよう」  

～海外から学ぶ未病対策～  

会場：パシフィコ横浜  

アネックスホール  

ケント・ギルバート (Kent Gilbert) 

（カリフォルニア州弁護士、タレント）  

蒲原聖可  

（健康科学大学客員教授、ＤＨＣ研究顧問ほか）  

フィリップ・エブロル （Phillip Ebrall） 

（セントラルクイーンズランド大学教授ほか）  

http://www.jac-chiro.org/pdf/safetyseminar_2014.pdf
http://www.jac-chiro.org/pdf/safetyseminar_2014.pdf
http://www.jac-chiro.org/2015seminar.html
http://www.jac-chiro.org/pdf/jacsymp/healthforum2016_poster.pdf


2017年 

6月18日 

2017年度JAC総会セミナー 

アジャストメントスキル - 身体の使い

方次第で変わるアジャストの質 

会場：新橋IKビル 

荒川恵史 

（JAC会員、愛知県療術師会会長、全国療術師協

会常任理事、ガンステッドカイロプラクティック荒川

治療院院長） 

2018年 

6月17日 

2018年度JAC総会セミナー 

小児カイロプラクティックのリスクマネ

ジメントと有効性 

会場：TKP新橋汐留ビジネスセンター 

臼田純子 

（JAC会員、ヘルシーライフセントラル、ACカイロプ

ラクティック） 

2019年 

5月19日 

～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ①～ 

「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸでのカイロプラク

ティック・ケア」 

主催：JAC 関東甲信越ブロック 

会場：味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カ

ンファレンスセンター 

マーティン・カマラ (Martin Camara) 

（フィリピンオリンピック委員会医療部門代表、フィ

リピンカイロプラクター協会会長、Intercare代表） 

2019年 

6月16日 

2019 年度 JAC 総会セミナー 

～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ②～ 

「臨床で役立つ医学英語」 

主催：JAC 関東甲信越ブロック 

会場：味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カ

ンファレンスセンター 

丹野孝治  

（JAC 会員、Taka’s カイロプラクティック院長） 

 

 

2019年 

9月29日 

～東京 2020 に向けたセミナーシリーズ③～ 

「競技大会の多職種連携診療従事の

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾀｰの役割と複雑な制度：ｶｲﾛ

ﾌﾟﾗｸﾀｰに求められる技術とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」 

主催：JAC 関東甲信越ブロック 

会場：味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カ

ンファレンスセンター 

トム・グリーンウェイ （Tom Greenway） 

（IOCカイロプラクティック部門代表、Waldegrave 

Clinic院長） 

2019年 

10月16日 

2019 年世界脊椎デー・無料体験イベント 

「健康寿命を延ばす姿勢とｾﾙﾌｹｱ」  

会場：Flatto 日本橋  

主催：JAC 

協力：東京ｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ 

後援：厚生労働省ｽﾏｰﾄﾗｲﾌﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・

中央区・中央区社会福祉協議会 

井上航 

（理学療法士、株式会社 P3 所属） 

橋本早苗 

（日本ヨーガ療法学会手認定 ヨーガ療法士） 

三輪健彦 

（JAC 会員、東京カレッジオブカイロプラクティック

講師､日本スポーツカイロプラクティック連盟会長） 

 

http://www.jac-chiro.org/assemblyseminar2017.html
http://www.jac-chiro.org/assemblyseminar2018.html
https://www.jac-chiro.org/assemblyseminar2019.html
https://www.jac-chiro.org/tgseminar2019.html
https://www.jac-chiro.org/wsd2019.html

