
鍼灸師卒後臨床研修　認定施設・認定指導員　一覧

認定施設・認定指導員(保健医療機関等・施術所) 平成２８年８月現在

1 東京女子医科大学東洋医学研究所クリニック 伊藤　隆 〒114-0014 東京都北区田端1-21-8　NSKビル3階 03-6864-0821 03-6864-0827 伊藤　隆　木村　容子

2
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4
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1 東京医療専門学校鍼灸科附属施術所 坂本　歩 〒160-0008 東京都新宿区三栄町４番地 03-3357-7328 03-3357-7976

上利　文子　上原　敏子　大島　三千恵　岡田　明子　小橋　智子
田邊　耕太　二村　隆一　林  信治　平野　智子　船水　隆広
町田　 しのぶ　松峰　理真　村上　哲二　渡邉　茂隆  中田　智之
平井　顯德  三村　直巳

2 呉竹鍼灸柔整専門学校鍼灸マッサージ科附属施術所 坂本　歩 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-24 045-471-3731 045-471-3732
稲葉　崇　江副　史朗　佐藤 亨子　永吉　浩文　森本　善之
渡辺　広　三浦　知子　野澤　崇信

3 学校法人呉竹学園 呉竹医療専門学校附属施術所 坂本　歩 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-185-1 048-658-0001 048-658-0005 佐俣　忍　中野　正平　畠山　博式　藤田　洋輔　矢野　晶子

4 東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設 吉岡　俊正 〒242-0024 東京都北区田端1-21-8　NSKビル3階 03-6864-0822 03-6864-0827 蛯子　慶三　髙田　久実子

5 東海医療学園総合臨床センター 杉山　誠一 〒413-0006 静岡県熱海市桃山町19-14 0557-86-3000 0557-86-3001
臼井　明宏  太田　一郎  木村　博吉  小谷　奉弘  堀部　吉隆
水野　浩一  山口　茉莉

6 佐藤鍼灸院 佐藤　啓二 〒581-0816 大阪府八尾市佐堂町3-1-39フローレンス佐堂101号 0729-95-5822 0729-95-5822 佐藤　啓二

7 健康ハウスタカダ鍼灸マッサージ 髙田　常雄 〒115-0053 東京都北区赤羽台3-6-10-グレイコートTM201 03-3908-3559 03-3908-3572 髙田　常雄

8 中野健康医療専門学校附属鍼灸施術所 平野　洋 〒164-0001 東京都中野区中野2-20-3 03-5342-1790 03-5342-1791
木下　立彦　小西　伸樹　　野呂　賢二　松井　美智子
松沼　実知子 松本　安弘  齊藤　良武

9 長谷川針灸院 長谷川　栄一 〒451-0063 愛知県名古屋市西区押切2-2-5 054-524-5044 054-524-5044 長谷川　栄一

10 細田鍼灸院　 細田　敬二 〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部308-3 055-263-0547 055-263-1866 細田　敬二

11 中央鍼灸院 古賀　慶之助 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-3-2 092-521-1633 092-524-8070 古賀　慶之助

12 森田鍼灸接骨院 森田　康裕 〒616-8177 京都府京都市右京区太秦馬塚町18-40 075-861-8862 075-861-8862 森田　康裕

13
国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属
 東西医学統合医療センター施術部門

木下　裕光 〒305-8521 茨城県つくば市春日4-12-7 029-858-9590 029-858-9591 櫻庭　陽　福島　正也

14 大磯治療院 長谷川　尚哉 〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗3-1-11 0463-36-5528 0463-36-5528 長谷川　尚哉

15 はり灸 夢恵堂 津田　昌樹 〒939-8081 富山県富山市堀川小泉町2区126-7 076-493-7533 076-493-7853 津田　昌樹

16 山王リバース鍼療院 三浦　洋 〒143-0023 東京都大田区山王3-18-7 プリエール山王1F 03-3775-1371 03-3775-1371 鈴木　才介　三浦　洋　

17 鍼灸整体　けんこう堂 今井　幸司 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3-35-6カオリビル1F 048-881-7709 048-881-7709 今井　幸司

18 仲野整體整骨本院 仲野　弥和 〒510-0032 三重県四日市市京町５－１１ 059-331-1937 059-331-1938 仲野　弥和

19 東洋堂鍼灸院 飯田　勝巳 〒302-0101 茨城県守谷市坂戸井2284-3 0297-48-6461 0297-48-6462 飯田　勝巳

20 大勝鍼灸治療院プライマリィ 大勝　孝雄 〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原3-39-8 099-812-1342 099-812-1343 大勝　孝雄

21 中和医療専門学校附属治療所 鈴木　武志 〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町１－１－８１ 0587-23-7030 0587-21-6808 清川　朝栄

22 十字堂鍼灸院 小松　秀人 〒150-0011 東京都渋谷区東3-17-11-203 03-3441-4842 小松　秀人

23 ガイア針灸室 堀口　正剛 〒560-0032 大阪府豊中市蛍池東町1-6-7 06-6850-7889 堀口　正剛

24 伊集院鍼灸院 伊集院　克　 〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-65-14 03-5996-4568 伊集院　克　

25 学校法人森ノ宮医療学園附属みどりの風鍼灸院 清水　尚道 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本3-15-18 06-6976-3902 中島　茂

26 四国医療専門学校附属鍼灸治療院 大麻　悦治 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1 0877-41-2345 大網　直人

27 森ノ宮医療大学 はり・きゅうコスモス治療院 清水　尚道 〒559-8611 大阪府大阪市住之江区南港北1-26-16 06-6616-6933 仲西　宏元

28 京山鍼灸処整骨院 国安　俊成 〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町17-15 086-253-9249 国安　俊成

29 鍼メディカルうちだ 内田　輝和 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町5-20　髙島屋東館3階 086-232-6110 内田　輝和

30 矢野針療院 矢野　仁 〒010-0003 秋田県秋田市東通り5-6-7 018-835-7708 矢野　仁

31 一寸法師ハリ治療院 中沢　良平 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字上屋敷65-1 024-947-2367 中沢　良平

32 橋本針灸院 橋本　博明 〒031-0075 青森県八戸市内丸1-5-27 0178-22-2031 橋本　博明

33 けいあい鍼灸整骨院 柏原　磨徳 〒049-3111 北海道二海郡八雲町住初町19 0137-62-3245 柏原　磨徳

34 （有）ながみね治療院 長嶺　芳文 〒332-0011 埼玉県川口市元郷4-25-13 048-222-6881 長嶺　芳文

35 中央医療学園専門学校附属鍼灸治療院 学校法人中央医療学園〒116-0002 東京都荒川区荒川1-41-11 03-5604-3974 大島　恒   大野　政明  鈴木　恵介  福島　正人

36 北海道鍼灸専門学校附属臨床実習所 北海道鍼灸専門学校〒063-0002 北海道札幌市西区山の手２条6-5-10 011-642-5051 笠井　正晴 川浪　勝弘 工藤　匡

37 戸崎はりきゅう院 戸崎　幸治 〒020-0108 岩手県盛岡市東黒石野1-1-1 019-663-0434 戸崎　幸治

38 おぐら　はり灸院 小椋　賢二 〒500-8275 岐阜県岐阜市加納花ノ木町62-2 058-277-6049 小椋　賢二

39 ウェルネス かとう 治療室 加藤　トミ子 〒140-0015 東京都品川区西大井1-1-2　Jタワー201 03-3774-3181 有馬　太郎

40 唐鍼灸院 松田　永茜 〒573-0028 大阪府枚方市川原町14-11 072-841-8803 松田　永茜
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41 赤壁鍼灸院 山野　光廣 〒561-0883 大阪府豊中市関町南1-1-22 矢部ビル201 06-6841-7272 山野　光廣

42 北川鍼灸院 北川　肇 〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋1-4-5 06-6715-1155 北川　肇

43 鍼灸治療院「長寿庵」 得本　誠 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧3-1-17 072-669-1982 得本　誠

44 奥本鍼灸院 奥本　憲司 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-6-20 06-6356-6965 奥本　憲司

45 益井東洋治療院 益井　基 〒040-0074 北海道函館市松川町10-7 0138-41-8901 益井　基

46 宮本鍼灸院 宮本　豊 〒561-0884 大阪府豊中市岡町北3-7-2 06-6841-9067 宮本　豊

47 藤巻治療院 藤巻十三夫 〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-15-5 055-22-8798 藤巻十三夫

48 ナガシマ鍼灸院 永島　茂雄 〒278-0035 千葉県野田市中野台294-1 0471-24-3796 永島　茂雄

49 もり鍼灸治療院 森　敏郎 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条6-4-30 011-836-4970 森　敏郎

50 正樹鍼灸整骨院 齊藤　正樹 〒640-8905 札幌市中央区南5条西25丁目2-33　C棟-1階 011-521-1189 齊藤　正樹

51 はやしハリきゅう整骨院 林　紀博 〒067-0031 北海道江別市元町32-1 011-384-5454 林　紀博

52 むかわ治療院 奥谷　敬吾 〒054-0042 北海道勇払郡むかわ町美幸1-91 0145-42-4559 奥谷　敬吾

53 ほねつぎ鍼灸金剛院 稲垣　吉一 〒063-0822 北海道札幌市西区発寒二条5-7-3 011-662-9131 稲垣　吉一

54 生漢堂アオバ鍼灸院 吉田　慎二 〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北一条東1-2 0136-22-1044 吉田　慎二

55 川原　針灸院 川原　恭二 〒073-0031 北海道滝川市栄町2-3-10 0125-24-1730 川原　恭二

56 洲崎針灸整骨院 洲崎　理 〒050-0083 北海道室蘭市東町4-1-13 0143-43-5635 洲崎　理

57 森田　鍼灸院 森田　敏明 〒085-0056 北海道釧路市東川町1-14 0154-23-4090 森田　敏明

58 はり･灸･ほねつぎ 大湊厚生療院 大湊　隆次郎 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東10-15 011-221-0525 大湊　隆次郎

59 百会堂　鍼灸院 金　恵士朗 〒010-0916 秋田県秋田市泉北1-6-18 018-883-0302 金　恵士朗

60 新山鍼灸院 新山　敬治 〒015-0075 秋田県由利本荘市花畑町1-86 0184-22-1054 新山　敬治

61 櫻庭鍼灸治療院 櫻庭　伸哉 〒018-3321 秋田県北秋田市松葉町12-27 0186-62-3141 櫻庭　伸哉

62 桜町鍼灸整骨院 小笠原　芳博 〒017-0821 秋田県大館市桜町5-3 0186-49-2788 小笠原　芳博

63 鍼灸専門治療院　杏林堂 豊田　典正 〒080-0804 北海道帯広市東四条南8-20 0155-23-5566 豊田　典正

64 鍼灸治療院　五行舘 山川　光明 〒055-0006 北海道沙流郡日高町富川南3-2-19 0145-62-0483 山川　光明

65 佐藤ほねつぎ院 佐藤　倫一 〒080-0010 北海道帯広市大通南18-9-2 0155-23-5515 佐藤　倫一

66 和生堂鍼灸院 松浦　和一 〒662-0855 兵庫県西宮市江上町2-12 0798-36-7050 松浦　和一

67 はり・きゅう加藤健灸堂 加藤　隆久 〒010-0946 秋田県秋田市川尻総社町18-11 018-874-8831 加藤　隆久

68 東方鍼灸院 吉川　正子 〒080-0010 北海道帯広市大通南21-14-2 0155-24-8111 吉川　正子

69 三角通鍼灸院 高橋　哲裕 〒007-0869 北海道札幌市東区伏古九条3-3-4 011-786-8860 高橋　哲裕

70 吉井ヘルシー鍼灸院 吉井　利之 〒559-0017 大阪府大阪市住之江区中加賀屋2-3-4 06-6683-0855 吉井　利之

71 健寿堂鍼灸接骨院 井出　勇次 〒384-0412 長野県佐久市田口5489-18 0267-88-5036 井出　勇次

72 たかひで鍼灸接骨院 髙秀　喜幸 〒329-1412 栃木県さくら市喜連川3387-2 028-686-6180 髙秀　喜幸

73 石川治療院 石川　亮一 〒400-0053 山梨県甲府市大里町1245-4 090-8485-7460 石川　亮一

74 米山鍼灸院 鈴木　信 〒564-0032 大阪府吹田市内本町1-1-6 06-6381-6656 鈴木　信
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