
1.開催 日時

2.開催場所

3.出席理事

4.欠席理事

5,出席監事

6.欠席監事

7.報告事項

公益社団法人 岡山県鍼灸師会

平成 28年度 第 5回理事会議事録

平成 28年 12月 18日 (日 )13:00～ 16:00

(公社)岡 山県鍼灸師会療養費適正運用指導室

岡山市北区三門東町 3‐8 菱り||マ ンション 2F

14名

内田輝和、中原員行、國安俊成、松浦浩市、市村由美子、赤枝壽士、

西谷典人、馬場みずほ、才野優一、山口大輔、小原陸夫、高木謙輔、

福原隆行、吉田和彦

1名

定廣隆司

1名

藤原秀雄

1名

石部春子

会長、副会長、各部の報告及び確認

8.審議事項

第 1号議案 平成 29年度活動予定について

第 2号議案 平成 29年度事業等について

第 3号議案 普及部事業 (入会案内)について

第 4号議案 派遣業務について

第 5号議案 (公社)岡 山県鍼灸師会平成 29年度第 40回定時総会の件

第 6号議案 第 6回理事会開催の期 日の件

第 7号議案 地区師会活動の継続について

第 8号議案 理事会メールの管理について

その他の議案

開会 (13時 00分 )

定刻 となり、定款第 32条第 1項に基づき議決を行 うに必要な要件を満たしていること

を確認 した。

[報告事項 ]

内国会長報告

1)10月 9日 ・10日 →第 12回 (公社)日 本鍼灸師会全国大会 in福岡参加報告

全国より会員約 1500名 が集まり、一般参カロ者も 200名 を数え

.    た。



2)11月 5・ 6日 →WFAS(世界鍼灸学会連合会)参カロ報告

つくば国際会議場で行われ、32の国と地域から 1733名 が参加。

(日 本人 1495名 、海外 238名 )

基調講演、実技セッション、市民公開講座などが行われ、日本の鍼

灸実技の全てを紹介し、鍼灸をアピールした。

来年は北京で 11月 に開催予定。発表希望者は英語で発表との事。

3)12月 4日 → (公社)日 本鍼灸師会全国師長会議の報告

・1130よ り厚生労働省より養成施設の教育カリキュラムについて報

告され、平成 30年度入学時より単位を増やす予定であるとのこと。

・15100よ り保健局医療課より療養費についての話があった

。はり・きゅうの療養費は柔道整復師よりかなり少ないが、少 しUPし

てきたことが報告された。

・学術講習会では、34万円の負担で、病態生理学に関する鍼灸実技や、

講習会を行えば厚生労働省の認定が受けられる等、各師会長同士意見

交換会を行つた。

4)そ の他 第 6回 」IMTEF災害医療研修ア ドバンスコース募集について

。配布資料を参考に説明を受けた。           別紙資料①

・各県に災害対策マニュアルがあるのでそれに沿つて進めていく。

・次年度より、 (公社)日 本鍼灸師会災害対策本部を立ち上げる予定であ

り、既に山口・高木両理事がレクチャーを受けているので、主になつ

て動いてほしい。

・第 2回の災害支援養成講座の案内が届いているので、参加希望者は申

し込む

國安副会長報告

1)11月 6日 →逢沢一郎代議士後援会参カロ報告

2)11月 13日 →第 2回おかやまマラソンケアステーション開設の報告 別紙資料②

資料をもとに説明を行つた。

ボランティア保険について…今回は鍼灸のみで 76名分であつた。

来期は一括できれば安全に運用できるのではないか。

(鍼灸師会関係は 37名 )

受療者へのアンケー ト用紙は、1,200枚を大会本部が準備 してくれた

が、当日 200枚を追カロコピーした。来年度は、アンケー ト用紙の準備

枚数を増や したほうが良いのでは?

1月 22日 におかやまマラソン反省会&柔整師会との懇親会開催を予定

している。

3)12月 11日 →加藤勝信代議士政経セミナー参カロ報告   別紙資料③



総務部の報告(市村総務部長)

1)12月 13日 →岡山県公益認定等委員会立ち入 り検査について

岡山県保健福祉部医療推進課(岡 山県公益認定等委員会事務局)

下坂泰幸総括参事、樋口顕副参事立会いのもと立ち入 り検査が行われ

た。 鍼灸師会からは、内国会長、国安副会長、馬場財務部長、市村

総務部長が参加 した。内容は、公益認定の基準の遵守状況、法人の組

織及び管理運営の状況、法人の事業活動状況などで、恙なく執 り行わ

れたことを報告した。

組織部の報告 (赤枝組織部長)

。平成 28年度の会員状況報告

A会員 137名 B会員 94名 合計 231名

新たな入会者は無い。井原市の西江昭三先生が亡くなつたと報告 した。

庶務部の報告 (西谷庶務部長)

1)会員発送数は現在、墨字が 205名 、点字が 25名 、CDデータが 9名

2)毎年行つている年賀状発送は、各鍼灸師会宛、 (公社)日 本鍼灸師会理事宛など

69枚を送付予定であると報告された。

財務部の報告 (馬場財務部長)

1)平成 28年度会費納入状況報告

今年度の未納者は 6名 であると報告があつた。

保険部の報告 (才野保険部長)

1)後期高齢者訪問報告

・マッサージ等の不正請求に関しての記事が新間に掲載されたことを受けて国

安副会長 と後期高齢者の担当者を訪問した。共同通信社が配信 したものを受

けて掲載 したもので、悪意があつて掲載 したのではないとの回答を受けた。

鍼灸に関してイメージが悪くなるので、今後何らかの形でフォローして欲 しい

と要望したと報告があつた。

②(公社)日 本鍼灸師会健保委員からの適正化推進に関するお願いについて

。一部負担金だけで書かれる制度・月の請求 日数 。長期に渡つた請求などの上

限をして、保険者 との譲歩案を出し、枠を決めてはどうか。

・一か月の日数の上限(1年を超えて)16日 、或は、長期に渡つて施術を行 う理

由を書く等常識の範囲内の請求を行 うこと。おかしい請求書が上がってきた



ら即指導をする。 しかし、おかしくてもダメとい うくくりがないので実際に

は指導 しにくい。これに関して、少 しずつ始めて行けばよいのか、制度が確

立してからが良いのか、現段階では悩むところである。

・訪間においては、計画的に行くことができるようになつている。←J用者の日

程もあるので)制度的に日数が撤廃されているので、期限を切るのはどうか。

・保険指導会では、日に余る請求を提出している者に関しては指導を行ってい

る。

3)年度必修講習会の講師について

。29年度の講習会に関しては、各保険者に来てもらうことにはしていない。

・ 自賠責取 り扱い方法について香川の先生が行 うと案内が来ているとの情報も

ある。もう少 し精査 して信憑性があれば外部講師として話を聞いてみてはど

うかと思つている。

学術部の報告 (山 口学術部長)

1)平成 28年度第 2回学術講習会実施報告

平成 28年 11月 20日  10:00～ 16:30 会場 :朝 日医療大学校

10:00～ 12:00

講師 医療法人社団東風会 歯科医院 ゼネラルマネージャー 西村一仁先生

「アンガーマネージメン ト」

6:00

杏林堂院長 小川卓良先生

病態生理学シリーズ「浮腫」「眩量」

演題

13:00～ 1

質問タイム・講師を囲んで意見交換会

参加者は、会員 29名 会員外 6名  学生 7名 合計 42名 であつたと報告 し

た。

共済部の報告 (小原共済部長)

1)平成 28年度(公社)日 本鍼灸師会鍼灸師総合賠償責任保険更新案内状送付 と締め

切 り日の報告

。会員 177名 に発送予定であり、締め切 り日は平成 29年 1月 10日 とすると報

告があつた。

2)各事業開催時のレクリエーション保険のカロ入状況について

・ レクリエーション保険の予算についてはどこが持つのか?

回答→各部署(事業を計画 しているところで費用を負担する)

講師

演題

16:00～



(参考)保険の最低人数は、40名 ～一人 25円 、20名 ～一人 50円

保険会社により金額は変わる。

青年部の報告 (福原青年部長)

1)11月 6日 →わくわく子どもまつ りin岡山 ドーム・親子スキンタッチブース報告

別紙参照                       資料

92月 26日 →青年部講座開催について

・テーマは「コミュニケーション能力のスキルアップ」を岡山市内で人気の

カフェバーを経営しているバーテンダーの後藤勉さんを講師に迎える予定

であることが報告された。                 資料

・ 12月 中旬に企画されていたボー リング大会は参カロ者が集まらず、キャン

セルになつたことが報告された。

広報部の報告(定廣広報部長)

1)鍼灸おかやま第 64号発刊の進捗状況

特に準備は進めていない。 1月 中旬には顧間に挨拶(抱負)をお願いする予定

2)メ ールマガジン配信状況報告

第 179号まで配信を行つた

以上、代理で総務市村が報告 した。

介護福祉部の報告 (吉田介護福祉部長)

1)活動状況報告

12月 18日 (日 )日 本鍼灸師会主催の介護予防運動指導員スキルアップ研修会

が大阪府で開催 され、午前中のみ地域ケア推進委員 として出席 し受講者に岡山

での活動経緯についてお話 しし、CGT(Comprehensive Geriatric Training)

包括的高齢者運動 トレーニングの確認を担当致しました。

(公社)日 本鍼灸師会岡山県師会事務局の報告 (国安副会長)

1)平成 28年度会員及び会費納入状況報告

。未納者 6名 (尾家忠士・小田光浩・片岡寛・友保由美 0濱田浩之・宮尾大輔)

'(公

機 日本鍼灸師会全国師会アンケー トの報告

。来年アンケー ト報告が日本鍼灸師会より行われる予定であるのでその時にま

た報告する

3)厚生労働大臣免許保有証申請手続きの報告

・平成 28年度申請 会員 12名  再発行 1名  累計 63名

。日本鍼灸師会の目標としては 3,000名 の会員に保有してもらいたい



・岡山県では、120名の保有を目標 としている。

・5年後の免許保有証の書き換えでは、GKカー ドと共有になる

。ネームプレー トとして利用 している治療院もある。

・保有者の名簿は、厚生労働省にも提出し、何らかのことに使つて頂くことにし

たいとしている。

・申請をしない理由は何か? メリットは何か?

→回答 :申 請料金の違い(日 本鍼灸師会の会員の場合申請料に補助が出る)

諮問委員会報告

1)表彰委員会

7月 21日  備前保健所地域保健功労

地域医療事業功労  蓮井 一彦  岡山県備前保健所長表彰

8月 4日 公衆衛生事業功労

地域医療事業功労  大町 晴夫  岡山県美作保健所長表彰

9月 29日  岡山県保健衛生功労者表彰

地域医療事業功労   藤岡 良平  岡山県保健福祉部長表彰

地域医療事業功労    星 智加子  岡山県知事表彰

10月 13日  岡山市公衆衛生功労者表彰

地域医療事業功労   員原 直美  岡山市保健所長表彰

10月 26日 保健・衛生関係功労表彰

地域医療事業功労   柳生 良雄  備北保健所長表彰

11月 10日 倉敷市保健福祉功労者表彰

保健事業功労     片山 賢治   倉敷市長表彰

11月 24日  岡山県備中保健所保健功労者表彰

地域医療事業功労   大島 修   岡山県備中保健所長表彰

今年度、以上の先生方の申請を行い受賞したと内田輝和委員長が報告 した。

2)女性部会委員会

。平成 29年 1月 22日 に会員から要望のあった「平L房マッサージ」の勉強会を

湯浅美智先生の指導で行 うことを予定 していると石部春子女性部会委員長が

報告 した。

3)スポーツ鍼灸委員会   特筆することは無し      『 山口大輔委員長』

4)保険委員会

。平成 28年度第 2回保険委員会を 12月 11日 (日 )に行つた事を国安俊成委

員長が報告 した。



5)療養費適正運用指導委員会

・初心者講習会を今年度開催 し、5名が受講 した。

・保険料金・マニュアルの改定ついて

今年各料金が変更になり、2年前にマニュアルを改訂 したので、新たに改訂版

を作成する予定であると才野優一委員長が報告した。

6)介護福社委員会   特筆することは無 し         『 吉田和彦委員長』

7)IT委員会                        『福原隆行委員長』

。IPについて

。ドロップボックスについて

・Facebookについて

福原隆行先生が委員長で、馬場みずほ先生に確認を取る。国安先生、武藤先生

が委員で HPな どを管理する。今後はこの体制で進めて行くことが決定された。

8)安全管理委員会

。学生にどのように指導を行つているのかとの声も出ている。

・学会の方より、B型肝炎ワクチンの接種を受けるような方向に進んでいると報

告があつた。

9)岡山県災害対策委員会

・岡山も対策本部 (普及部)を立ち上げ、登録鍼灸師の準備を行 う。

・ どのようにマニュアルを作 り、進めていくか。3月 19日 の理事会前にレクチャ

ーを行 う予定であることが内田輝和会長より報告された。

その他の報告

1)10月 10日 →井原市民スポーツの日「スポーツ鍼の体験ブース」開設報告

配布資料をもとに馬場財務部長より報告があつた。  資料

2)11月 19・ 20日→第 36回全国歯科医師テニス大会ケアステーシヨン開設報告

会場 :浦安総合公園テニスコー ト、屋外 20面オムニコー ト

〒702‐8024 岡山市南区浦安南町 493-2 L086‐ 264‐ 8104

開設 時 間 : 10:00～ 12:00、  13:00～ 15100

施術内容 :鍼、スポーツマッサージ、テーピングを利用 した傷

害の予防や治療

19日  利用者 18名 施術スタッフ 山口理事 。西谷理事

20日  利用者 17名 施術スタッフ 西谷理事 。国安理事

3)11月 26・ 27日→

第 29回 (公社)全 日本鍼灸学会中国四国支部学術集会・香川大会報告

配布資料をもとに吉田和彦中国四国支部学術委員が報告した。資料



4)11月 27日 →千田博通顧間の会が倉敷アイビースクエアにて開催

馬場理事が代表で出席したと報告があつた。

5)12月 13日 → (岡 山地区師会)社会福祉施設等に施術慰間報告

6)3月 19日 →岡山県災害支援等の講習会について

内田会長から報告があつた。

7)岡 山市鍼灸マッサージ師会第 2回学術講習会開催案内

平成 29年 1月 29日 (日 )10:00～ 12:00 岡山市福祉文化会館 2F

テーマ :「鍼灸と災害」

講 師 :今井賢治先生

会 費 :岡山市鍼灸マッサージ師会会員 無料 会員外 1,000円

福原隆行岡山市鍼灸マッサージ師会理事が案内した。

講習会を開催するにあたつてプロジェクターの貸出しを依頼 し、賛同

多数で貸出しが了承された。

8)その他

。おかやまマラソン事務局宛ての怪文書に関して (差出入:岡 山県鍼灸師会会員)

資料

おかやまマラソンケアステーション開設に関して、事務局から「評判がとても

よく第 2回大会も開設をお願いしたい」と依頼があつたが、一部の会員よリク

レームの文書が届いた。

この件に関して松浦副会が保健所 (岡 山市保健管理課)に出向き説明を行つた。

「手指消毒に関して、流水タンクを 2台準備 し、施術前後の消毒は行つている。」

と保健所へ説明し、了解を得た。

岡山県も相手にはしないが、このような文書が届いていると報告があり、鍼灸

師会としては情報提供を感謝 している。今後 どうすべきか、どのような対策を

行 うべきか、間違いは正 して、文句を言われないようにする。差出人の名前が

わからないので、怪文書としておく。このような文書が届いたことを内田会長

が報告した。

[審議事項 ]

第 1号議案

総務部

保険部

平成 29年度活動予定について

定款改正の準備について

。(公社)日 本鍼灸師会において小西先生 (国際医療技術財団)が定款につ

いてのレクチャーを受けたと会長が報告 し、次回理事会開催時(3/19

に岡山県でも小西先生に来て頂き、話をして頂 くことが承認 された。

2017年度版療養費等適正運用マニュアル刷新の予算について

マニュアルの改訂について、料金改正があるので、2年に 1回の割合



で新たに作成 したい。約 10万 円の予算を計上したい。内 5万円は回収

できていると報告があつた。

審議により、この件について承認された。

・備品の購入希望があり、

理事より→何か購入したいものがあるのか?と の質問に対し、

保険部→指導室のエアコンの購入を希望していると回答があつた。

審議により、全員一致でエアコンの購入について承認 された。

・全ての入会者に初心者講習会の受講と労災・生保、メールマガジン

などの登録を済ませてはどうかという提案があり、時間や費用もかか

るので、すべてをセットで勧めて貰えればと思 う。

・ 1年に 15名 ほどの新入会員がいるので、オリエンテーションも開催

出来たらよいのではないか。

この件に関しては、行 う方向で調整 していくことが確認された。

介護福祉部 岡山市総合事業の参入について

。岡山市の総合事業移行について、吉田介護福祉部長が 12月 16日 に

岡山市事業者指導課の担当に会い、その内容について伺った。

総合事業の中で岡山市独 自の方針で生活支援通所サービスを実施

する予定だが、それは、各鍼灸院でも可能で、特に資格要件はな

い。但し、法人 (会社も可)である必要がある。

岡山県鍼灸師会 として申請は可能だが、各施術所で行 う場合、申

請 した時間は、その施術所を鍼灸師会の施設 とし実施する形にな

り、事業の収入は岡山県鍼灸師会に振 り込まれ、実施者に鍼灸師

会から給料 として支払 うとい うことになる。また、利用予定者が

いない場合でも、実施の申請をしている時間は必ず職員の配置が

必要。

財務も手間の掛かる作業が増え、運営も現実的ではないとい うこ

とで鍼灸師会としては登録 しないことが決定した。

その他

1)備品等の管理について             『 国安俊成副会長』

0各部の備品管理について

各部の責任において管理することが決定された。

・ トレーナー活動等開催時の備品・消耗品の管理

・総会開催時の備品管理

・その他イベン ト開催時の備品管理

2)代議員管理責任者及び選挙管理者について     『 内田輝和会長』



岡山県の選挙管理委員は、現在赤枝先生と中原先生が担当している。

今後も継続することとなつた。新たに選挙管理者 として小原陸夫先生が

担当することが異議なしで決定された。

第 2号議案 平成 29年度事業等について

・平成 29年 4月 1日 (土)・ 2日 (日 )

おかやま骨董アンティーク市出展

岡山骨董アンティーク市の出展依頼があり、当会で引き受けるか審議事項

に挙げたが、他の行事も多く理事の負担が多いということで、鍼灸師会と

してはお断りすることになつた。

。平成 29年 4月 16日 (日 )

第 6回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会 ケアステーション開設 (継続事業)

。平成 29年 4月 16日 (日 )

第 25回津山カロ茂郷フルマラソン全国大会 ケアステーション開設 (継続事業)

。平成 29年 7月 30日 (日 )鍼灸展 (継続事業)

。平成 29年 10月 1日 (日 )資料

第 2回新庄・蒜山スーパー トレイル ケアステーション開設

・平成 29年 10月 9日 (日 )

井原市民スポーツの日「スポーツ鍼の体験ブース」開設

(新規事業)

(継続事業)

。平扇を291■ 11月 5日 (日 )

わくわく子ども祭 りin岡山 ドームスキンタッチブース開設   (継続事業)

・平成 29年 11月 12日 (日 )

第 3回おかやまマラソンケアステーション開設 (継続事業)

おかやま骨董アンティーク市の出展は審議の結果承認 されなかつた。また、新

庄・蒜山スーパー トレイル ケアステーション開設に関しては、新規事業になるが、

藤原監事、西谷理事、本多勇企先生等の参加が見込まれるとの事で承認された。

第 3号議案 組織部事業 (入会案内)について

入会案内の説明会に関して、日程は定まっていないが、朝 日医療大学への説明会

は昼間部・夜間部とも山口先生が行 う。また倉敷芸術科学大学での説明会は内田

会長が行 う。岡山県立岡山盲学校への説明会は行わず、2月 中に入会案内を送付

することが決定された。

第 4号議案 派遣業務について

。(公社)日 本鍼灸師会本部部長会議 (学術部・共済部・組織部・普及広報部・保険

部 。青年部)が全国大会 (大阪)の 日に開催されることが決まっている。(10月 8。 9

日)大会と会議が重なっているので出張扱いにしてもらえないか。



また、 4月 29日 (土祝)・ 30日 (日 )鳥取県鍼灸師会青年部コラボ事業でお灸イベン

トが開催 されるので、これも出張扱いで費用を出してもらえないかと福原隆行

青年部長から議案が提出された。

馬場財務部長→中四国ブロックの青年部長 として参カロし、このイベン トに実行

委員 として参カロされるのであれば理事として青年部の予算 とし

て計上できる。福原先生の仕事内容をはつきりさせることが必

要と回答した。

この件に関しては、全体の予算の関係もあり、またどのような目的でイベン ト

に参加するのかがあいまいなので、保留となつた、

第 5号議案 公益社団法人平成 29年度第 40固定時総会の件

期 日 :平成 29年 5月 21日 (日 )

会場 :ピユアリテイーまきび 3F飛翔 (来賓控室 :オパール)

※時間 集合時間 1230

総会 (13:00受付開始)  13:30～ 16:00

全体保険講習会      16:00～ 18:00

第 6号議案  第 6回理事会開催の期 日の件

平成 29年 3月 19日 (日 )→平成 28年度第 6回 (最終)理事会

,キ

~  
場所 :療養費適正運用指導室 (弁当の準備)

時間 :

|■   ①正副会長会議   :9:00～ 10:00

②講習会 (前述) :10:00～ 12:00
.:'    

③理 事 会   :12:30～ 15:00

(曇     
④不ポ~ツ

「

ミナー:15:30-17:00(カロ茂郷フルマラソン大会)

第 7号議案  地区師会活動の轡続 について

玉野での地区師活動ができないので、地区師会奉仕活動はどうすべきか。

他の地区では活動 しているので活動 しているところに予算を分配 してはどうかと

い う意見が出た。急に活動を中止するのではなく、次年度は予算を半額にし、少

しずつなくして行けばよいのでは?

鍼灸師会の行事や啓発活動も増えきているので、これ らに積極的に参加 して欲 し

い。そのために地区活動費を削減する。来年度は東備地区、美作地区、玉野地区

の活動は中止 ということが承認 された。

岡山地区師会 4万円、倉敷地区 4万円、井原 2万円、備北 2万円の合計 12万 円

の活動費を予算として挙げる事が承認された。



その他の議案

生涯教育の理事長表彰の表彰状が届いているが、総会時に対象会員へ渡す。

欠席者には総務部より発送するが、なるべく対象者には連絡 し、総会への出席を促

すことが確認 された。

第 6回理事会開催の時期 と会場について

平成 29年 3月 19日 (日 )12:30～ 15:00 療養費適正運用指導室にて開催。

開会

中原副会長より、本理事会の全議案を審議 し第 1号議案から第 7号議案まで原案通

り承認された旨の報告後、閉会を宣し終了した。

上記の議事録が正確であることを証するため、出席 した会長 (代表理事)及び監事は、

次の通 り記名押印をする。

平成 29年 3′月 19日

公益社団法人岡山県鍼灸師会

会長 (代表理事) 内田

監 事      石部

監 事      藤原 秀な国)


