公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成28年度事業報告書

【Ⅰ】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１）
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 (公社)日本鍼灸師会専門領域研修制度実施
② 第12回(公社)日本鍼灸師会全国大会in福岡
平成28年10月9日・10日 パピヨン24 ガスホール
（２）鍼灸関連団体の大会等への参加・研究発表の奨励
① 第65回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 北海道
平成28年6月10～12日 札幌コンベンションセンター

参加者11名

参加者9名

②（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部認定講座
平成28年7月24日 参加者11名
平成29年1月15日 参加者10名
（３）(公社)日本鍼灸師会第36期鍼灸臨床研修会：大阪
平成28年9月17日～19日 受講者：平松 学
２．鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業
（１）学術講習会の開催
・第1回 平成28年9月12日：朝日医療大学校講堂
演 者：関西医療大学 教授 若山 育郎
演 題：「認知症について」
演
演

者：明治東洋医学院専門学校 矢野 忠
題：「超高齢社会に求められる鍼灸師とは」
－認知症予防と認知症に対する鍼灸療法の可能性とその効果について－

参加者：会員19名

学生10名

合計29名

・第2回 平成28年11月20日：朝日医療大学校講堂
演 者：医療法人社団東風会歯科医院
ゼネラルマネージャー 西村 一仁
演 題：「アンガーマネジメント」
演
演

者：杏林堂院長 小川 卓良
題：病態生理シリーズ「浮腫」「眩暈」

参加者：会員29名

一般6名

学生7名

合計42名

・第3回 平成29年1月15日：朝日医療大学校講堂
演 者：（公社）岡山県鍼灸師会 理事 山口 大輔
演 題：「鍼灸賠償責任保険における事故と賠償の実際例」

演
演

者：（公社）岡山県鍼灸師会 理事 吉田 和彦
題：「地域包括ケアにおける鍼灸師の役割」

演
演

者：越智秀樹鍼灸院 院長 越智 秀樹
題：「膝関節痛に対する鍼灸治療」
－適応と限界を考え、新しい医療領域を探る－

参加者：会員24名

一般1名

学生3名

合計28名

（２）スポーツ鍼灸セミナー等
① (公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
平成28年8月21日：朝日医療大学校
大会テーマ「～スポーツ鍼灸～未来に目を向けて」
－これからのスポーツパフォーマンスの向上とサポート－
参加者：会員81名

会員外2名

学生57名

一般市民6名

合計146名

・実技講座
「見て分かる！！スポーツ鍼灸臨床実技」
演 者：N.S.T中曽根鍼灸大学堂・整骨院院長 中曽根 徹
演 題：「トレーナーに必要な治療と予防の知識とスキル」
・スポーツ情報
「東京オリンピック・パラリンピックに対する日鍼会の取り組みについて」
演 者：（公社）日本鍼灸師会理事 安田 政寛
・シンポジウム
「スポーツボランティア報告」
演 者：（公社）東京都鍼灸師会 藤井 伸康
（一社）奈良県鍼灸師会 門野 章
（公社）岡山県鍼灸師会 内田 成洋
（３）その他の講習会、研修会等
① (公社)岡山県鍼灸師会青年部講座開催
平成29年2月26日：岡山国際交流センター
演 者：（一社）ヒューマンコンシェルジュ代表
コミュニティーCAFÉ BAR AVANTYオーナーバーテンダー
演 題：「共感性コミュニケーションとは」
参加者：9名

後藤 勉

② (公社)岡山県鍼灸師会女性部委員会勉強会開催
平成29年1月22日：岡山市北区
講 師：湯浅 美智
内 容：乳房マッサージ講義と実技 参加者：11名
③ (公社)日本鍼灸師会平成28年度全国各部長会議出席
平成28年7月3日：学校法人花田学園
参加部：学術部 山口 大輔、広報部 定廣 隆司、保険部

才野 優一

【Ⅱ】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 ２）
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)
・臨時会報 平成28年 7月発行450部
・第63号
平成28年10月発行400部
・第64号
平成29年 3月発行400部
（２）鍼灸普及用パンフレット等の作成及び配布
（３）(公社)日本鍼灸師会発行の鍼灸普及用の刊行物配布
・日本鍼灸新報・健康定期便等
（４）Facebook ページを利用し情報配信
（５）一般県・市民公開講座等の開催
① (公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
平成28年8月21日：朝日医療大学校
・「ペットボトルでできる筋肉トレーニング」
（公社）岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和
・「脱水予防のコツ」
（公社）岡山県鍼灸師会理事

山口 大輔

・「免疫と運動と健康寿命」
岡山県立大学情報工学部 准教授

綾部 誠也

② （公社）日本鍼灸師会 お灸フェス2016in岡山「備前百会灸」
平成28年9月4日：備前岡山京橋朝市会場内
２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業
（１）地域社会奉仕事業：県下地区の社会福祉施設等に鍼灸施術訪問奉仕活動
① 県下５地区により鍼灸無料施術を実施：平成28年4月～29年3月
総動員数60名 総施術受療数290名
岡山地区 責任者 国安 俊成
実施年月日：平成28年4月28日
施術受療数：13名
場所：麻姑の小町伊島 岡山市北区伊島町

動員施術者数：3名

岡山地区 責任者 国安 俊成
実施年月日：平成28年10月18日
施術受療数：12名
場所：麻姑の小町伊島 岡山市北区伊島町

動員施術者数：2名

岡山地区 責任者 落 吉生
実施年月日：平成28年6月12日
施術受療数：6名
場所：報恩積善会 岡山市北区津島笹が瀬

動員施術者数：6名

岡山地区 責任者 落 吉生
実施年月日：平成28年6月12日

施術受療数：39名

動員施術者数：9名

場所：旭川荘竜ノ口寮 岡山市北区祇園地先
倉敷地区 責任者 芦田 徹
実施年月日：平成28年8月28日
施術受療数：22名
場所：寿光園 浅口郡金光町下竹

動員施術者数：7名

倉敷地区 責任者 芦田 徹
実施年月日：平成28年9月25日
施術受療数：57名
動員施術者数：8名
場所：介護付有料老人ホームなのはな 倉敷市水島北幸町
東備地区 責任者 赤枝 壽士
実施年月日：平成28年9月11日
施術受療数：16名
場所：養護老人ホーム蕃山荘 備前市蕃山

動員施術者数：4名

備西地区 責任者 藤井 寛之
実施年月日：平成28年9月15日
施術受療数：15名
動員施術者数：10名
場所：養護老人ホーム井原市偕楽園 井原市上出部町四季が丘
備北地区 責任者 柳生 良雄
実施年月日：平成28年4月29日
場所：まなび広場にいみ

施術受療数：40名
動員施術者数：4名
新見市新見（事業名：家族ふれあいメーデー）

備北地区 責任者 柳生 良雄
実施年月日：平成29年2月4日
施術受療数：70名
動員施術者数：7名
場所：まなび広場にいみ 新見市新見
「障害者との共生社会を目指して」のイベントにて体験ブースを開設
（２）県下地区開催の健康・スポーツイベントでの鍼灸施術奉仕活動と普及啓発活動
① 平成28年4月10日：備前岡山京橋朝市会場
第5回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会ケアステーション開設
動員数 会員13名 学生2名 会員外6名 計21名 施術受療者数33名
② 平成28年10月9日・10日：下石井公園
岡山市まちなか健康スタンプラリー お灸体験ブース出展
動員数各日3名 施術受療者数 9日146名、10日254名 合計400名
③ 平成28年10月10日：井原市体育館
井原市民スポーツの日に鍼灸体験ブース開設
動員数7名
施術受療者数43名
④ 平成28年11月13日：岡山県総合グラウンド
第2回おかやまマラソン2016に第2回ケアステーション開設
動員数27名（4団体総動員数81名） 学生54名 施術受療者数1,294名
⑤ 平成28年11月19日・20日：浦安総合公園
第36回全日本歯科医師テニス大会
スポーツ鍼マッサージケアステーション開設
動員数3名
施術受療者数35名
⑥ 平成29年3月11日・12日：倉敷市役所
第30回瀬戸内倉敷ツーデーマーチにケアステーション開設
動員数5名（当会会員）
施術受療者数801名

（３)県下地区開催の子育て支援活動
① 平成28年11月6日 岡山ドーム
わくわく子どもまつりin岡山ドームに親子スキンタッチ教室開設
動員数7名（総動員数25名）
ブース来訪者約150名
（４）介護予防教室の開催
・平成28年9月29日：岡山国際交流センター 動員数6名 学生1名 参加者24名
・平成28年10月7日：南方コミュニティハウス 動員数1名 参加者25名
・平成29年1月19日：高島公民館
動員数1名 参加者15名
・平成29年2月8日 ：高島コミュニティハウス 動員数1名 参加者50名
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普及啓発と手続き支援
① 保険部必須講習会開催
・平成28年5月15日：岡山県総合福祉会館
② 保険初心者講習会開催
・平成28年6月12日、9月11日、12月11日：療養費等適正運用指導会室
③ 保険部メールマガジンの配信（登録者のみ）
（２）請求事務の調査指導の充実と委員の拡充
① 保険部療養費等適正運用指導会の開催：療養費等適正運用指導会室
・平成28年 4月10日、5月8日、6月12日、7月10日、8月7日、9月11日、
10月9日、11月6日、12月11日
・平成29年 1月8日、2月12日、3月12日
② 会員への指導

平成28年4月10日、11月6日：療養費等適正運用指導会室

【Ⅲ】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
（１）会員の異動管理、会員名簿の随時加除訂正
（２）平成28年度「会員名簿」の作成と配布
２．入会促進に関すること
（１）入会についての訪問説明会：
・平成29年3月27日：朝日医療大学校鍼灸学科(昼間部・夜間部)
・平成29年3月23日：倉敷芸術科学大学
（２）入会促進用パンフレットの作成
３．会員の共済に関すること
（１）（公社）日本鍼灸師会総合賠償保険への加入勧奨
（２）団体保険等への加入推奨
① 団体保険：日鍼会保障プラン、鍼灸マ師等国民年金基金
② 団体扱い保険：アフラックがん保険・医療保険、日鍼会団体所得補償保険
（３）鍼灸医療事故防止対策を指導
４．厚生労働大臣免許保有者証の発行手続きの仲介

５．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)
・臨時会報 平成28年 7月発行450部
・第63号
平成28年10月発行400部
・第64号
平成29年 3月発行400部
（２）メールマガジンの配信による告知活動（随時）
・平成28年度 第163号～第187号配信
６．顕彰に関すること
（１）外部表彰（本会推薦者）
・平成28年度岡山県備前保健所地域保健功労者
地域医療事業功労 岡山県備前保健所長表彰

平成28年7月21日

蓮井 一彦

・平成28年度公衆衛生事業功労者
地域医療事業功労 岡山県美作保健所長表彰

平成28年8月4日

大町 晴夫

・平成28年度岡山県保健衛生功労者
地域医療事業功労 岡山県保健福祉部長表彰
地域医療事業功労 岡山県知事表彰

平成28年9月29日
平成28年9月29日

藤岡 良平
星 智加子

・平成28年度岡山市公衆衛生功労者
地域医療事業功労 岡山市保健所長表彰

平成28年10月13日 貝原 直美

・平成28年度保健・衛生関係功労者
地域医療事業功労 岡山県備北保健所長表彰

平成28年10月26日 柳生 良雄

・平成28年度倉敷市保健福祉功労者
保健事業功労
倉敷市長表彰

平成28年11月10日 片山 賢治

・平成28年度岡山県備中保健所保健功労者
地域医療事業功労 岡山県備中保健所長表彰

平成28年11月24日 大島 修

（２）内部表彰
・（公社）岡山県鍼灸師会50年従事者表彰
大取 吉平、玉木 祐三、福井 敬三

平成28年5月15日

・（公社）岡山県鍼灸師会30年従事者表彰
大町 晴夫、仲 仁志、服部 正

平成28年5月15日

７．会員の慶弔に関すること
・物故者 大藤 武彦 （公社）岡山県鍼灸師会元会長
岡 真太郎
(公社)岡山県鍼灸師会元理事
西江 昭三
会員
・慶弔規定の周知徹底と実施
８．その他会員の相互扶助に関すること
・女性部会委員会
平成29年1月22日 昼食会 参加者8名

【Ⅳ】法人管理事業
１． 諸会議の開催及び運営に関すること
（１）定時社員総会の開催 平成28年5月15日(日)：岡山県総合福祉会館
会員総数224名
委任状92名
出席者数50名
欠席者数82名
（２）理事会の開催（6回）：療養費適正運用指導会室
第1回 平成28年5月15日
15名
第2回 平成28年5月29日
第3回 平成28年7月17日
15名
第4回 平成28年9月25日
第5回 平成28年12月18日 16名
第6回 平成 29年3月19日

15名
15名
16名

（３）電磁的記録による理事会の決議の省略：平成28年4月20日、8月8日
（４）各諮問委員会の開催
（５）会務連絡会の開催（適宜）：療養費適正運用指導会室またはメーリングリスト
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
・監査会の開催 平成28年4月10日：岡山市北区
（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
（２）関係法令の研究及び周知に関すること
４． 総務に関すること
（１）会員台帳の作成保管
平成29年3月末時点 会員数230名 （Ａ会員136名
平成28年度入会者数 18名 退会者12名
（２）文書の作成、発送、保管及び整理
会員発送数 墨字202名 点字19名

Ｂ会員94名）

データＣＤ9名

（３）会議資料及び議事録の作成並びに保管
５．事務局の管理運営に関すること
６． 対外的活動に関すること
（１）（公社）日本鍼灸師会定時代議員総会 平成28年6月5日
笹川記念会館 出席者：国安 俊成、西谷 典人
（２）（公社）日本鍼灸師会 中国・四国ブロック鳥取会議 平成28年9月18日・19日
米子コンベンションセンター
出席者：内田 輝和、赤枝 壽士、小原 陸夫、高木 謙輔
（３）（公社）日本鍼灸師会全国師会長会議
日本鍼灸会館 出席者：内田 輝和

平成28年12月4日

（４）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
・朝日医療大学校卒業式来賓出席
内田 輝和 平成29年3月9日
・朝日医療大学校卒業生優秀者表彰 岸本 美咲 平成29年3月9日
・倉敷芸術科学大学卒業式来賓出席 内田 輝和 平成29年3月23日

