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公益社団法人岡山県鍼灸師会 平成 26年度事業報告書 

 

【１】 鍼灸学術の振興と鍼灸師の資質向上に関する事業（公益事業 Ⅰ） 

本会は、職能団体として鍼灸の発展と鍼灸師の資質向上を図り県民の健康保持増進に

寄与するため以下の事業を行った 

１． 鍼灸学術の医学的研究に関する事業 

（１）鍼灸に関する研究事業 

① 第 10回(公社)日本鍼灸師会全国大会 in 岐阜：10月 12・13日 

主催：(公社)日本鍼灸師会 主管：(公社)日本鍼灸師会中部ブロック会 

担当：(一社)岐阜県鍼灸師会：        じゅうろくプラザ：10名参加 

② 鍼灸関連団体への参加・研究発表の奨励 

･第 63回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 in愛媛：5月 16・17・18日 

：ひめぎんホール：19名参加 

           ･(一社)長野県鍼灸師会主催第５回臨床鍼灸スポーツフォーラム in長野 

：11月 16日：ホテルメトロポリタン長野：7名参加 

  ・後援(公社)全日本鍼灸学会認定Ｃ講座(財団生涯研修会併催)  

：7月 27日：朝日医療専門学校岡山校：27名受講 

  ・共催(公社)全日本鍼灸学会認定Ｃ講座(財団生涯研修会併催)  

：9月 28日：朝日医療専門学校岡山校：14名受講 

・共催(公社)全日本鍼灸学会認定Ｃ講(財団生涯研修会) 

：11月 30日：朝日医療専門学校岡山校：17名受講 

・後援(公社)全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会山口大会 

                                      ：11 月 23・24 日: 国際ホテル宇部：12 名参加 

・後援(公社)全日本鍼灸学会認定委員会指定講座(財団生涯研修会) 

：2月 2７日：朝日医療専門学校岡山校：27名受講 

 

２． 鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業 

（１）学術講習会(専門領域研修制度)の開催 

   ・第 1回：6月 29日 

 ：「不妊症治療」～血虚や瘀血の治療法～ 

 (一社)徳島県鍼灸師会会長 篠原 新作先生：岡山県総合福祉会館：27名受講 

・第 2回：9月 28日 

：「腰部におけるスポーツ障害に対するストレッチングと鍼灸治療」 

：明治国際医療大学講師 木村 篤史先生：岡山国際交流センター：44名受講  

・第３回：10月26日 

：「アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療」 

            ：はるみ鍼灸治療院院長 志野 春美先生：岡山県総合福祉会館 ：30名受講 



2 

 

・第４回：11月 30日 

：「鼻炎の最新医療と漢方」 

 川崎医療大学付属川崎病院耳鼻咽喉科教授 秋定 健先生 

：「アレルギー性鼻炎に対する鍼灸治療」 

：鈴鹿医療医科大学鍼灸学科教授 佐々木 和郎先生 

                                                      朝日医療専門学校岡山校：27 名受講 

      ・第５回：1月18日 

：「スポーツ鍼灸の基礎と臨床のコツ」 

   ：明治国際医療大学教授 片山 憲史先生：朝日医療専門学校岡山校：32名受講 

 

(２）スポーツ鍼灸セミナー及びフィールド実習開催 3月 9日 

：事前トレーナーセミナー：岡山県総合福祉会館：15名受講 

：第 22回津山加茂郷フルマラソン全国大会 4月 20日 

           ：第 3回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設 

              ：津山市加茂町スポーツセンター総合グラウンド 

  ：183名施術：会員 31名 学生 18名参加 

(３）(公社)日本鍼灸師会主催学術講習会受講の奨励 

    ・(公社)日本鍼灸師会主催第 34期鍼灸臨床研修会 9月 13・15日 

大阪・森ノ宮医療学園：谷口美保子先生受講 

(４) 青年部講座開催：「親子スキンタッチ」講師 青年部長 福原隆行先生：2月 8日 

：岡山国際交流センター：10名受講 

（５）(公社)日本鍼灸師会全国部長会議開催 

      ：全国学術部長会議、全国保険部長会議、全国広報・普及部長会議、 

：全国組織・共済部長会議、全国青年部長会議：10月 13日 

：岐阜市じゅうろくプラザ：台風接近のため欠席 

 

【２】鍼灸業務を通じて公衆衛生の向上に寄与する事業（公益事業 Ⅱ） 

   本会は、職能団体として県民の健康保持増進・公衆衛生の向上に寄与するため以下の

事業を行った 

１． 鍼灸知識の振興及び普及に関する事業 

（１）広報誌の発行及び配布(一般向け年 2回) 

    ・第 59号 10月発行 500部、第 60号 3月発行 450部  

（２）ウェブサイトの管理と充実、 

    ・事業の予定・実施報告の告知、入会申込書の掲載等 

（３）一般県民・市民公開講座の開催 8月 31日 

    ・市民公開講座「第 2回東洋医学・鍼灸展 inおかやま」  

介護予防講座と運動指導、小児鍼講座、ツボ講座、鍼灸保険講座 

さんかく岡山：受講者 55名 
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（４）鍼灸知識の普及：啓発 

    ・「第２回東洋医学・鍼灸展 inおかやま」8月 31日 

：介護予防講座と運動指導、小児鍼講座ツボ講座、鍼灸保険講座、鍼灸無料健

康相談、東洋医学パネル展      ：さんかく岡山：来場者 55名 27名参加 

     ・朝日医療専門学校岡山校「朝日祭：11月 2日 

：鍼灸師会ブース・鍼・灸・親子スキンタッチ体験 ：来場者 70名 9名参加 

      ・公益社団法人岡山県鍼灸師会 Facebookページ開設 

：本会の事業・行事の予定及び事業実施報告等を配信 

      ・後援・子供とのふれあいシンポジウム「子供のケアを考える」：1月 23日 

：(一社)徳島県鍼灸師会青年部主催 ： 徳島市ふれあい健康館 

：内田輝和会長、福原隆行青年部長参加 

 

２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業 

（１）県下地区師会の地域社会奉仕事業 

       ・社会福祉施設等に訪問施術・実施状況－県下４地区・7師会延べ 11 ヵ所で実施  

総動員数（５２名） 施術受療数（２４６名） 

岡山地区－責任者（国安俊成）： 11 月  2 日  ：朝日医療専門学校岡山校 

岡山地区－責任者（落  吉生）： 11 月 16 日  ：旭川荘竜ノ口寮 

        岡山地区－責任者（落  吉生）： 11 月 16 日  ：養護老人ホーム報恩積善会 

備前地区－責任者（赤枝壽士）：  ９月 9 日  ：養護老人ホーム蕃山荘 

備前地区－責任者（尾家忠士）：  ２月 19 日  ：老人介護施設フェニックス玉原 

美作地区－責任者（木多義則）：  3 月 22 日  ：障がい者支援施設みすず荘 

備中地区－責任者（芦田 徹）：  ９月 7 日  ：養護老人ホーム長楽荘 

備中地区－責任者（芦田 徹）：  ９月 28 日  ：養護老人ホーム寿光園 

備中地区－責任者（芦田 徹）：  ９月 28 日  ：介護付有料老人ホームなのはな 

備西地区－責任者（西江昭三）：  ９月 19 日  ：養護老人ホーム井原市偕楽園 

備北地区－責任者（高松信彦）：  ４月 27 日  ：まなび広場にいみ 

 

（２）県下地区開催の健康・スポーツ等のイベントへの参加と鍼灸普及啓発活動 

・第 22 回津山加茂郷フルマラソン全国大会 

・第 3回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設：4月 20日 

津山市加茂町スポーツセンター総合グラウンド：183名施術 

：会員 31名、学生 18 名参加                                                                          

・第 43 回つやま市民スポーツ祭にスポーツ鍼体験コーナー開設  10 月 12 日 

：津山陸上競技場：51 名施術 6 名参加 

・第１回井原市民スポーツの日：10月 13日: 台風のため中止                         

：井原市体育館・井原運動公園陸上競技場：６名参加予定  

・倉敷市民フェスティバル：鍼灸マッサージケアテント開設  10 月 26 日 

：水島緑地福田公園：85 名施術 3 名参加 
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・第 28 回瀬戸内倉敷ツーデーマーチに特設ケアテント開設：３月 14・15 日  

                ：倉敷市役所駐車場：570 名施術 55 名参加 

・子育て支援事業：「わくわく子どもまつり in 岡山ドーム」 

：親子スキンタッチ教室開設：11 月 2 日 

：岡山ドーム：50 組・100 名来場：12 名参加 

 

３． 鍼灸の療養費払いの適正な運用に関する事業 

（１）療養費払制度の適正運用に関する啓発事業 

      ・はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧の受領委任払いに係る要望書提出 

岡山県知事：７月７日：(公社)岡山県鍼灸師会、(一社)県鍼灸マッサージ師会、 

(一社)県マッサージ師会、(社福)県視覚障害者協会 

・岡山県後期高齢者医療広域連合からの通達 

療養費取扱いのガイドライン説明会 1月 18日 

：朝日医療専門学校岡山校 講師・才野優一保険部長：10名受講 

        ・保険初心者講習会：指導室：6月 8日 1名・8月 10日 1名・10月 5日 1名受講 

         ・保険委員会開催：指導室 ： 6月 29日 4名・12月 7日 4名・2月 8日 4名出席    

                                                                          

（２）請求事務の調査指導に関する事業 

・4/5.6  5/10.11  6/7.8  7/5.6  8/9.10  9/7  10/4.5  11/8.9  12/7  1/11 

2/8  3/8実施 

（３）労災保険に関する手続き支援 

（４）生活保護および公費負担医療に関する手続き支援 

（５）自動車損害賠償責任保険に関する手続き支援 

・自動車賠償責任保険対応料金の改定通知 

（６）介護保険・地域支援（介護予防）に関する支援 

       ・介護福祉講習会 

(公社)日本鍼灸師会主催介護予防運動指導員スキルアップ研修会 ：2月 1日 

講師 (公社)日本鍼灸師会介護予防主任指導員 高田常雄先生、松浦正人先生 

 ：朝日医療専門学校岡山校：45名受講 

 

【３】会員相互扶助事業（共益事業） 

  １．会員名簿の作成、会員異動の管理に関すること 

     ・会員の移動管理、会員名簿の随時訂正加除 

  ２．経営支援事業 

  ３．入会促進に関すること 

       ・本会入会の訪問説明会：朝日医療専門学校岡山校鍼灸学科(昼間部・夜間部) 

      ２月 23日(月)：赤枝壽士組織部長、国安俊成副会長 

：朝日医療専門学校岡山校：43名参加 
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４，会員の共済に関すること 

（１）日本鍼灸師会総合賠償保険加入勧奨 

・２月 1日団体加入契約：124名、26年度中途加入：6名 

（２）団体保険（日鍼会保障プラン）・鍼灸マ師等国民年金基金加入勧奨 

・団体扱い保険（アフラックの「がん保険」「医療保険」日鍼会団体所得補償保険） 

・日本鍼灸師会保障プラン 

５．保健所届済証明書発行に関すること 

    ・保健所届済証明書発行 0名 

６．会員向けの広報に関すること 

（１）鍼灸おかやまの発行 (年 2回発行) 

・第 59号 10月発行：500部、第 60号 3月発行：450部  

（２）メールマガジンの配信 

・平成 26年度 第 117号～第 141号配信 

７．ＩＴ関連に関すること 

（１）ホームページの活用 

   ・事業の予定・実施報告の告知、入会申込書の掲載 

（２）ＭＬ等での電子会議の開催 

（３）Facebook ページに事業・行事、予定、事業実施報告を配信 

8. 顕彰に関すること 

（１）外部表彰 

・厚生労働大臣感謝状：東日本大震災被災者支援事業：3月 11日 

   ・地域医療事業功労・倉敷市長表彰：10月 6日：芦田 徹 

（２）内部表彰 

・表彰委員会開催：5月 25日：指導室：4名出席 

           ・本会 50 年従事者表彰：4月 27日：長谷川律夫 

          ・本会 30 年従事者表彰：4月 27日 近藤 哲二、中村 理久男、水島 孝一、 

難波 行孝、藤岡 良平、納富 廉 

   ・公益法人移行認定申請委員長感謝状：木多義則  4月 27日 

・第 9回(公社)日本鍼灸師会全国大会 inおかやま実行委員感謝状：4月 27日 

・本会特別感謝状：木多義則・中原眞行・国安俊成・落 吉生・赤枝壽士・才野優一

西谷典人・馬場みずほ・大町成人・藤原秀雄・山口大輔 

福原隆行・市村由美子・吉田和彦・貝原直美・川野由倫子 

   ・(公社)岡山県鍼灸師会会長賞：朝日医療専門学校岡山校：3月 7日：岡田律子 

９．会員の慶弔に関すること  

10．女性部会委員会に関すること 

・「乳房マッサージ講座」講師 湯浅 美智先生  11月 16日 

：朝日鍼灸整骨院：12名受講 
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【４】 法人管理事業 

１． 諸会議の開催及び運営に関すること 

（１）平成 26年度第 37回定時総会の開催   平成 26年 4月 27日：岡山プラザホテル   

会員総数：225名 委任状：108名 出席者数：41名 欠席者：76名 

（２）公益法人移行記念祝賀会：4 月 27 日：岡山プラザホテル   

来賓 12名  会員 38名出席 

（３）理事会の開催  

  臨 時 理事会： 4月 20日：津山市加茂町スポーツセンターケアテント   ：9名 

  第１回理事会： 4月 27日：岡山プラザホテル            ：17名 

第２回理事会： 5月 25日：療養費適正運用指導室             ：17名 

第３回理事会： 9月 28日：療養費適正運用指導室                    ：15名 

第４回理事会：12月 14日：療養費適正運用指導室                 ：16名 

第５回理事会： 3月 29日：療養費適正運用指導室             ：17名 

（４）正副会長会の開催 ：9月 28日・12月 14日・3月 29日：療養費適正運用指導室 

（５）会務連絡会の開催 ：12月 23日：療養費適正運用指導室 

（６）監査会の開催  :     ４月 13日：療養費適正運用指導室 

２．財務執行と財産管理に関すること 

（１）予算の編成、執行ならびに決算に関すること 

・平成 26年度公益社団法人岡山県鍼灸師会監査会： 

平成 27年 4月 19日 ：療養費適正運用指導室 

（２）物品の調達、処分及び財産管理に関すること 

３．法制に関すること 

（１）定款、規則等の制定及び改廃に関すること 

  ・岡山県鍼灸連盟規約案 ９月 28日 ：理事会承認 

４． 総務に関すること 

（１）会員台帳の作成保管 

・会員数 ２２６名 （Ａ会員 １４０名、Ｂ会員 ８６名） 

   入会員数 １１名、退会員数 １０名 前年度比 １名増 

・公益社団法人日本鍼灸師会岡山県師会会員数 １７２名 

（２）文書の作成、発送、保管及び整理 

・会員発送数：墨字 195名、点字 31名、墨字+データＣＤ 10名 

（３）会議資料及び議事録の作成ならびに保管 

    ・平成 26年度理事会：臨時・第 1回・第 2回・第 3回・第 4回・第 5回 

：理事会資料、議事録作成保管 

５． 儀式・儀典等の企画、運営に関すること 

６． 事務所の管理運営に関すること 

７．対外的活動に関すること 

（１）(公社)日本鍼灸師会代議員岡山県師会選出   3月 1日：木多義則、国安俊成、 
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市村由美子、西谷典人 

（２）(公社)日本鍼灸師会の諸行事及び全国大会等への参加 

・(公社)日本鍼灸師会の平成 26年度定時代議員総会 6月 8日 

     ステーションコンファレンス東京サンピタワー ：内田輝和、国安俊成出席 

・共催(公社)日本鍼灸師会中国・四国ブロック徳島会議： 9月 14・15日 

サンシャイン徳島アネックス：木多義則、国安俊成、福原隆行、吉田和彦出席 

・(公社)日本鍼灸師会全国師会長会議  11 月 30 日： 日本鍼灸会館：内田会長出席 

（３）関係師会の会議・行事等への参加 

    ・(一社)岡山県マッサージ師会平成 26年度定期総会：4月 27日 

岡山県視覚障害者センター：内田会長来賓出席 

（４）医療関係団体等の会議・行事への参加 

８．関連諸団体及び教育機関との連携、協力及び交流に関すること 

   ・後援・防災講演会「ご近所福祉と自主防災のコラボレーションへの挑戦」 

     岡山市南区のせのおニューシティ自治会主催：11月 23日：藤原秀雄、吉田和彦 

・朝日医療専門学校岡山校卒業式来賓出席：3月７日：内田会長来賓出席 

 

【５】 その他公益目的を達成するために必要な事業 


