
公益社団法人岡山県鍼灸師会

平成 29年度第 3回理事会議事録

1.日   時 :平成 29年 12′月 17日  (日 )  13:00～ 16100

2.会  場 :(公機 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 8‐8 菱川マンション 201

3.理事数 :15名

4.出席理事数 :13名

内田輝和・中原 員行・ 国安 俊成・松浦 浩市 0市村由美子

赤枝 壽士・西谷 典人・馬場みずほ・才野 優―・ 山口大輔

福原 隆行・高木 謙輔 ・吉田 和彦

5.欠席理事名 :小原 陸夫・定凄縫 司

6.出席監事名 :藤原 秀雄・石部 春子

7.議案

第 1号議案 保険部生活保護指定施術者の把握についての件

第 2号議案  施術割会費変更の件

第 3号議案 ホームページについての件

第 4号議案 岡山市健診受診率向上の協賛 (国保連)依頼の件

第 5号議案 オ リ・パラ事前合宿等の支援の件 (今後の指針等 )

第 6号議案 一般会員の各部への登録の提案の件 (部員の募集 )

第 7号議案 その他

・ クラウドファンディングの件

・鍼灸師責任賠償保険発送範囲に関 しての件

8。 議長の氏名 :代表理事(会長)内 田 輝和

定力に、代表理事内田輝和は議長席につき、上記の通 り定足数に足る理事

の出席があつたので、13時 00分、本理事会の開会を宣 した。

9。 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 :該当する者はいない。

10。 議事録作成者 :理事 市村由美子

11.理事会資料

理事会資料‐1全 国師会長会議報告(会長)

理事会資料‐2 組織部資料 会員異動状況



理事会資料‐3

理事会資料‐4

理事会資料‐5

理事会資料‐6

理事会資料‐7

理事会資料‐8

共済部資料鍼灸師賠償責任保険について行事参加者傷害保険

青年部資料

井原市 「市民スポーツの 日」鍼灸体験ブース出晨報告書

(公社)岡 山県鍼灸師会・ (一社)岡山県鍼灸マッサージ師会

相互情報について

役員の報酬及び費用に関する規定

スポーツ鍼灸 トレーナー研集会参加報告

12.【報告事項】

1)会長・副会長の報告

(1)会長の報告として

① 9月 17日 ・18日 広島で開催された(公社)日 本鍼灸師会中国四国ブ

ロック会議に松浦 浩市・国安 俊成・吉田和彦の 4名 で参加した

と報告した。

・ベ トナム・キューバで日本鍼灸の普及を行う予定であること。

・免許保有証の手続きを促進し、以前より使用してきた GKカー

ドを廃止し、免許保有証に GKカー ド関連のチップを入れ、1

枚に情報を集約するように準備を進めていることなどが報告さ

れた。

② ll月 12日 おかやまマラソン 2017ケ アステーションを設置し、

約 1,200名がケアステーションを利用者した。今年も岡山県知事

がケアステーションを訪れ、施術を受け満足して帰って頂いたこ

となどを報告した。また、12月 3日 に行つた反省会では、テン

トの奥の方へ行くとスムーズな流れができていなかったことなど

が反省点として出ていた。

③ 10月 1日 新庄・蒜山スーパー トレイル、10月 9日 津山市民スポ

ーツ祭、10月 9日 井原スポーツの日などの報告はメールマガジ

ンを参照のこと。

④ 資料に基づき、11月 26日 (公社)日 本鍼灸師会全国師会長会議、

意見交換会に出席したと報告した。

⑤ 12月 2日 に岡山プラザホテルで開催された加藤勝信衆議員議員

の「明日の日本を語る会」に参加したと報告した。

(2)副会長の報告として

① 中原 員行副会長が、平成 29年 11月 5日 「あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師等に関する法制定 70周年記念の集い」



において内田輝和会長とともに厚生労働大臣表彰を授与された

と報告した。

② 国安 俊成副会長が 11月 23日 に伊原木隆太県知事講演会に、ま

た 11月 26日 に千田博通岡山県議会議員激励会に参加したと報

告した。

③ 松浦 浩市副会長が 11月 3日・4日 に開催された(公社)日 本鍼灸

師会主催のスポーツ鍼灸 トレーナー研集会参加報告と今後の活

動について報告した。(資料あり)

・研集会は 100名位の参加があり、グループディスカッション

形式でケーススタディが行われたが、このような方法もある

のだと認識した。また、スポーツに関しては、実務の方が役

に立ったように感じた。

・東京オリンピックのボランティアは 10日 間。時間は午前

7:00～午後 11:00ま で。

お弁当、ユニフォームは実行委員会から配布されるが、後は

全て個人負担となる。来年 8月 に正式なボランティア募集を

始めるとのこと。

・選手村でのケアなので、競技は決まつていない。リオの時は

1日 100名 の選手の利用があり、毎日6～7名 のスタッフが

詰めていた。

以上の報告があつた。

2)組織部に関する報告(資料あり)

赤枝 壽士組織部長が、平成 29年度(3月 28日 ～12月 16日 まで)会員

異動状況について、総会員数は 223名。内訳は、A会員 137名 、B会

員 86名 と報告した。

庶務部に関する報告

西谷 典人庶務部長が、墨字会員 203名、点字 21名 、鍼灸おかやま(デ

ータ版)CD‐R6名 と報告した。また、年賀状を(公社)日 本鍼灸師会理

事、各県鍼灸師会へ発送予定であると報告した。

財務部に関する報告

馬場 みずほ財務部長が、平成 29年会費納入状況について現時点では

未納者が 12名 あり、再請求書を先日送付したと報告した。

3)

4)



5)保険部に関する報告

才野 優一保険部長が、7月 に開催 された (公社)日 本鍼灸師会保険部長

会議に出席 し、受領委任が始まることについて質問 した。

不正請求を疑 う会員への罰則についての対応について。権限として(公

機 日本鍼灸師会では、罰則規定などはないのか。厚生労働局など公的

なところが保険者 との間に入ることで、不正請求などに対 して罰則が

出るのでは?と い う方向に進んでいる。県単位でも何か問題があつた

場合に中央からの動きもあるので良いのではと思 う。

当会会員の施術者登録番号があやふやになっているので、確認を行つ

た。

以上を報告 した。

6)学術部に関する報告

①山口大輔学術部長が 9月 23日 に開催 した第 2回 (公初 岡山県鍼灸師

会学術講習会の参カロ者を(公機 岡山県鍼灸師会会員 23名 、(一機 岡山

県鍼灸マッサージ師会会員 1名 、(公機 全 日本鍼灸学会会員 1名 、学

生 5名 で、合計 30名 であったと報告 した。

② 10月 29日 に開催 した第 3回 (公神 岡山県鍼灸師会学術講習会の参カロ

者を(公社)岡 山県鍼灸師会会員 29名 、(一機 岡山県鍼灸マッサージ師

会会員 2名、(公社)全 日本鍼灸学会会員 1名 、学生 4名で、合計 36

名であつたと報告 した。それぞれの講師の話が興味をひ くもので、会

員の反響 も良かつた。

③ 10月 8日・9日 開催の(公社 )日 本鍼灸師会全国大会 「大大阪フェス」

で開かれた学術部長会議において、委員長・副委員長などのメンバー

が交代 し、次年度は運営に関 しての方向性が変わるだろ うとのこと。

今回担当している先生方は、(公社)全 日本鍼灸学会の役員 も兼ねている

ので、連携が強 くなる可能性が十分にある。会議の中では鍼灸師の資

質向上をどうすべきなどの議論が交わされ、例えば、衛生に関す る概

念であった り、治療スキルをいかに図るかを(公社 )日 本鍼灸師会の学術

が引っ張 り上げる必要があるのではないかとい うことが話 し合われた

と報告 した。

7)共済部に関する報告 俗料あり)

小原 陸夫共済部長の提出した鍼灸師賠償責任保険のカロ入状況、行事参

加者 (レ クリエーション)傷害保険に関して等、それぞれの資料を確認

して欲 しいとのこと。



最後に内田輝和会長が、鍼灸師賠償責任保険の更新手続きは、来年 1

月 5日 が締め切りとなつているので、忘れないように手続きを行うよ

うにと念を押した。

8)普及部に関する報告 (資料あり)

①高木謙輔普及部長が 10月 7日 に開催された(公社)日 本鍼灸師会広

報 0普及部長会議について資料を添付しているので詳細については資

料を参考にして欲しいと報告した。

②リーフレットについて、今あるものを変更するか、新しいものにする

か。普及部としては学生向けにする文章も入れて、普及部の余つた予

算で作ることができれば、新しいものを作りたい考えがあることを報

告した。

9)青年部に関する報告 鑽料あり)

福原隆行青年部長より事前に提出された資料をもとに、11月 5日 に開

催された「わくわくこどもまつりin岡 山ドーム」にてスキンタッチ参

加について報告した。

10)広報部に関する報告

小原陸夫広報部長代理より事前に提出された資料をもとに、広報部に

関する報告に目を通した。

11)諮問委員会について

①表彰委員会

市村由美子委員長が 10月 12日 岡山市長表彰授与式に市村由美子、岡

山市保健所長表彰授与式に野上直樹先生が出席。10月 26日 に赤枝壽

士先生、松長圭一郎先生が岡山県保健部長表彰授与式に出席。11月 3

日に内田輝和先生、中原 員行先生が厚生労働大臣表彰授与式にそれ

ぞれ出席したと報告した。

②女性部会委員会

石部春子委員長が、12月 に一人登録希望者(鳥越朋子先生)があったと

報告した。また、12月 3日 13100よ り野田屋町のピギー会議室で勉強

会とクリスマス会を開催し、5名 の参加があり、技術交流会を行つた

と報告した。



③スポーツ鍼灸委員会

山口大輔委員長が、次年度もおかやまマラソン2018が実施されるにあ

たり、ケアステーションの運営がスムーズに行えるようにと考えて

いると報告した。

④ IT委員会

福原隆行 IT委員会委員長が、学術関係など新着情報があれば鍼灸師

会メールマガジンや facebookな どにおいて情報を配信していると報

告した。

⑤災害ボランティア委員会

・高木 謙輔委員長が来年 2月 11日 (公社)日 本鍼灸師会主催災害鍼灸

師養成講座の参カロ申込について、現在のところ岡山県 3名 、広島県

1名 、京都府 1名 、愛知県 1名 、大分県 1名 の 7名 の申し込みがあ

つたと報告した。中国四国ブロックでの対応が必要なのでもう一度

参加案内をメールマガジンなどで配信予定である。

・災害支援鍼灸師登録について、未だ 11名 で変わらず、なるべく災害

鍼灸師養成講座を受講した人には登録をして欲しいと話した。

・災害支援鍼灸師伝達講習 10月 29日 に朝日医療大学校にて開催した

と報告した。

(国安俊成(公社)日 本鍼灸師会岡山事務局長より補足)

・岡山では災害ボランティア委員会という名称だが、来年度より(公

社)日 本鍼灸師会では、危機管理委員会に名称が変更になる。これに

伴って岡山では名称を変更するかどうか話し合つてほしい。

・災害支援鍼灸師登録要件として講習を受けることを義務づけている

県もある。岡山では講習を受けた人を登録 したいと考えているので、

20～ 30名 の登録者を目指 したい。岡山の場合は他県 と違い、

劇 DAからの直接の要請があれば出る必要があるので、これくらい

の人数の確保は必要かと思う。

・熊本県の災害では(公社)日 本鍼灸師会危機管理委員会へ国からの補

助が付き、活動費が出た。災害支援鍼灸師として登録者された場合、

交通費と宿泊費の補助が出る。

・なるべく若い人に声掛けを行い、登録するように促す必要がある。

(ただ、条件として(公社)日 本鍼灸師会会員であること、登録鍼灸

師であること)

⑥保険委員会

・才野優一委員長が生活保護の治療ができる治療院一覧の作成を依頼

されたが、本会の場合は間に入つて段取りをするという事をしてい



ない。平成 26年に法改正があり生活保護の治療を行 うには再登録

の必要があるとい う経緯があり確認をしたところ、更新 したかどう

かわからない先生もいる。取 り纏めをして外部へ情報提供をしては

いいものかどうか考えたいと思つていると報告 した。

・先月の指導会の際にパ ソコン トラブルがあ り、データが使えなくな

つている。平成 25年～26年の業務不手際があり、迷惑をかけたと

報告 した。

⑦(公社)全 日本鍼灸学会中国四国支部学術委員会について、吉田和彦学

術委員が 11月 19日 に広島県で支部学術講習会が行われ、学術委員会

も同日に行われた。朝日医療大学校の龍神孝慶先生が会員発表をした。

来年度は、平成 30年 11月 25日 に愛媛県で開催予定であると報告し

た。また現在、支部事務局が香り|1県担当だが、そのあとは岡山県が事

務局担当になりそう。岡山になった場合は皆さんの協力も頂きたいの

で、(公神 全日本鍼灸学会があることを知つて頂きたい。岡山県鍼灸

医学会の講習会案内を理事の先生方にもメール配信するので会員への

お知らせをすることを手伝って欲しいとお願いした。

2)その他

12月 14日 に(一神 岡山県鍼灸マッサージ師会との合併に向けての第 3回

目の協議を(公社)岡 山県鍼灸師会側から内田 輝和会長、中原員行副会長、

国安俊成副会長、(一社)岡 山県鍼灸マッサージ師会から吉田高行会長、

滝本大文副会長、芦田梨恵副会長、松浦浩市監事が出席し、意見交換を

行つたと内田輝和会長より報告があった。

3)(公社)日 本鍼灸師会報告

① (公社)日 本鍼灸師会岡山事務局報告

・会費納入状について、7月 に催促状を発送したのちの未納者は 5名。

今月もう一度再催促状を送る予定であると報告した。

・厚生労働大臣免許保有証について、平成 29年度申し込みは 3名であ

り、来年度も継続予定と報告した。 ((公社)日 本鍼灸師会では、会員

全員に持つてもらう予定であるとの事)

・平成 31年 4月 1日 で全国 47都道府県の地域型国民年金基金と22の

職能型国民年金が合併し、全国国民年基金となるが、名称変更のみ

で内容は変わらないと報告した。

② (公社)日 本鍼灸師会理事会報告

【全体】



0(公社)日 本鍼灸師会大阪大会の報告 として、参加者 930名。来年度

の沖縄大会では 500名 の参カロ者を目指 していると報告 した。

・平成 30年度年度の会議予定

6月 10日    代議員会・政治連盟開催  会場 :東京

7月 10日     部長会議 会場 :東京

9月 23日 024日  中国四国ブロック会議  会場 :愛媛 (松山)

10月 27日 028日  全国大会会場 :沖縄 (那覇・男女参画センター)

・鍼灸クラウドファンディング協力について来年 1月 18日 より資金調

達を始めるので協力をお願い したいと報告があつた。

・2020年オ リンピック・パラリンピックについて

・ 巨人軍の沢村投手の件についての報告があつた。

【広報委員会】

・部長会議 :開催と伝達経路の再構築
。(公社)日 本鍼灸師会メールマガジン登録のお願いがあり、岡山県は 36

～7名 が登録しているとのこと。 (公社)日 本鍼灸師会 HPよ り登録が可

能なので、未登録の方は登録して欲しい。

【危機管理委員会】

・平成 29年度危機管理委員会開催は、大阪で 12月 23日 ～24日 予定。

・各地区伝達経路の構築と確認

災害発生時、(危機管理委員長(堀 田正岡J先生)→支部事務局 (鳥取・石

破伸宥先生)→ 岡山 。国安 俊成先生)の流れとなりLINEでつなが

る予定。

・熊本災害支援の継続 (第 4次支援、団体での支援活動募集中)

4.[審 議 事 項]

第 1号議案 保険部生活保護指定施術者の把握についての件

内田輝和会長より、保険部生活保護指定施術者の把握についての件に関

して議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

岡山大学総合内科の花山宜久先生より生活保護受給者に対して鍼灸治療を

依頼された。実際に生活保護の方の治療を行 う際には、「生活保護の方の住

む地域にいる人でないと交通費が出ない」、「生活保護の方を担当している

部署の方との話し合い」など煩雑な手続きが必要になり、我々にとつて負

担がかかる。また、医学部の先生は生活保護の方の治療に関して実態を知

らないので、治療をするにあたつての手順を説明した。

いずれにせよ、今後このような要望があった場合に情報を開示して欲しい



という話が来ている。そのためには、(公社)岡山県鍼灸師会の HP上で保

険取り扱い者の一覧などを掲載してはどうかという話も出ている。

しかし、保護法の観点より個人の情報をHPに掲載するのは難しい。 (公

社)岡 山県鍼灸師会事務所に施術者リス トを置き、生活保護の方の治療に関

して問い合わせがあった場合にはリス トから利用者の住む地域の鍼灸師を

紹介するという流れでは良いと思うが、HP上に上げてもよいものかどう

か、生活保護受給者の治療をしてもよいという鍼灸師をどのように選定す

るかなど皆で審議して欲しいと要請があつた。

く保険部からの回答>

保険取り扱いをしている会員のリス トはすぐに作成できる。実際に本年度

保険取り扱いのあった会員に保険部メールマガジン登録者にあたり、HP
に掲載してもよいか確認し、一覧表を作成した。それは、会長に文書で提

供し、事務局で保管している。同じものをHP上に公開してもよいという

のであれば、すぐに掲載できる。が、受療委任が始まるタイミングでこの

先保険取り扱いしますという手を挙げた人が保険の取り扱いができる形に

なるのではないかと今後保険取扱いに関して変化の起こる時期に、このよ

うなリストを上げてもよいものかどうか、また、生活保護受給者の治療を

していると公にすれば、どのような方が来院しても断れない。生活保護の

方の治療は保険制度内での治療、要は療養費と同じ治療しかできない。こ

のような状況で答えが出るかどうか・ 0。 会として外に出す出さないは

別として、生活保護の方の取り扱いができるかどうか、労災の登録をして

あるか、なども含め、把握しておく必要があるのではないかと思つている。

内田輝和会長の発言

「鍼灸師会では生活保護の方の治療は行つていません」と記載するのが簡単

で良いが、外部から見たらキャパが狭いんだなということにもなりかねな

いので難しい。

福原隆行理事の発言

HP上には「各種保険取扱いしています」としつかり治療院の掲載はすれ

ばよいのではないかと思うが、掲載しても取扱保険に関しては各治療院に

任せ、問い合わせがあつた時に扱いあり、扱いなしをそれぞれの治療院で

対応すれば良いのでは?

国安俊成副会長の発言

問い合わせがあつた場合に岡大などしっかりした医療機関のみ名簿を渡し

てはどうか?

才野優一保険部長の発言

名簿を渡すということの方が会員には抵抗感があるのではないか。



不特定多数に名簿を渡すのは、HP上に掲載するのと同じ事になるのでは?

保険取扱いをしていることは公表 してもいいが、生活保護に関しては少 し

待って欲 しい。生活保護取扱いに関して公表 して良いのか、悪いのか。保

険部 としては公表 しない方が良いと思つている。会員は分かっていない人

もいるので行政側も鍼灸師会会員が登録 しているかどうかの リス トは提供

できないとのこと。会員に一人ずつ確認作業をしていく必要があるように

思 う。

鍼灸師会保険部では、どなたが生活保護の方の治療ができるか把握 してお

らずまた、タッチしていないので、現状では施術希望者個人で探 してもら

うしかない。

今後、様々な保険(ス モン、労災、生活保護など)に関してデニタベースとし

て資料を持つてお くことは重要である。保険部 としてどこまで保険の管理

を行 うかが課題 となるが、受領委任が開始 されてから、会員向けアンケー

ト調査を行い、まずはデータベース作 りから始めることに決ま り、この件

については、再度話 し合 うことになつた。

く補足 生活保護受給者が鍼灸施術を受ける際の手順>

1、 受給者が担当のケースワーカーに鍼灸施術を受けたい旨を相談する。

2、 該当の施術者が生活保護指定施術者の登録があるか、ケースワーカーが

確認を取る。

3、 医師の施術同意を得た うえで (症状が保険治療で取 り扱いできるものか

診断 してもらう意味を含む)施術者が施術の要否意見を書 く

4、 ケースワーカーより施術券が発行 され、施術開始

つま り、医師が 「○○鍼灸院に行つて治療 してもらいなさい」 と言つた

としても、ケースワーカーによる施術券の送付がない限 り治療費が支払わ

れないとい う事になる。

このシステムを理解 した うえで、役所が一覧を提供 してくれない状況に

おいて、なお本会の生活保護指定施術者一覧を作成 して外部に情報提供す

るならば、担当課に会員一人一人の指定施術者の登録有無を確認する、も

しくは全会員宛に登録状況の確認をとるしかない と思 う。

第 2号議案  施術割会費の変更についての件

才野 優一保険部長より、施術割会費の変更についての件に関して議案説

明後審議要請があつた。



【議案説明要旨①】

指導会を進めていて、申請書の記入間違いはいつも同じ人。毎回同じ手続

きを取ることで指導員がイライラしていることもある。現在は 1回返戻し

したものに対しては、指導料を取つていない。同じ手間をかけるのであれ

ば、1回提出したら手数料がかかるようにしたい。(つ まり、再提出するた

びに手数料がかかるようにしたい)で きれば来年度からそのようにしていく

方向に進めたいがどうか。

審議の結果、指導会で個別に呼んで指導したにもかかわらず正してくれな

い場合手数料を加算するとの条件が付いたが、原案通り出席理事全員一致

で承認された。

【議案説明要旨②】

郵便事情に関して。最近 4～5日 かかる。祝日には集配しないので6日 ほど

かかってしまう。保険者への郵送に関して特定記録で送りたいが、どうか。

1通につき 160円 の費用がかかる。保険者あての申請書に関しては必ず届

いたという証拠が欲しい。そうなると予算が月にして5,000円 ほど発送の

費用が UPする。費用がかかることなので次年度から特定郵便で郵送して

もよいか理事会に諮りたい。

保険者に出す発送書類を費用がかかるが、記録の残る発送にしてもよいか。

ということに対し、国安俊成副会長から速達では2日 で届くので速達では

どうか。との提案が出された。才野優一保険部長から、確実に届いたかの

保証が欲しいので、「保険者の郵送に限り特定郵便にさせて頂きたい」と再

度要請があった。

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。

第 3号議案 ホームページについての件

才野優一保険部長より、ホームページについての件に関して議案説明後

審議要請があつた。

【議案説明要旨】

前回作成したホームページはなぜか編集できなくなったので、今回新たに

編集 しなおした。今、パソコンを立ち上げているので、時間のある時に

個々に見て頂きたい。情報は前のままなので、更新して頂きたい。ホーム

ページを開いて最初に出るのが、この会はこんな会ですよと会のコンセプ

トを言葉にしたものである。キャッチフレーズを分かりやすくあげたい。



この会はどんな理念で動いているのだろうとい うものが見えないので、キ

ャッチフレーズが作れない。ホームページを作るにあたつては鍼灸師会が

目指す もの、端的で、分か りやすいものが良いと思われる。

理事の皆さんで、キャッチフレーズを考えてほしい。

審議の結果、この回では結論が出ず、次国に持ち越 された8

第 4号議案 岡山市健診受診率向上の協賛 (国保連)依頼の件

吉田和彦介護福祉部長より、岡山市検診受診率向上の協賛の件に関して

議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

岡山市より岡山市特定検診受診率向上のために健診受診者に抽選でプレ

ゼントをするキャンペーンを平成 28年から実施していると連絡あり。平

成 30年度の特定健診受診者にプレゼントする景品の提供を依頼された。

健診受診者が約 11万人、その 11万人に対して送付する案内文書を入れ

る封筒に協賛事業所名等を掲載するとのこと。依頼元は岡山市保健福祉

局国保年金課。担当はレセプ ト保険係である。保険給付係とも関係があ

ると思われるので、協力してもよいのではないかと思う。1月 31日 まで

に返事が欲しいとのことで、審議願いたい。

内田輝和会長の発言

具体的にはどのような景品が進呈されたのか。

吉田和彦介護福祉部長の回答

具体的に平成 28年度に実施したものでは、716名 に旅行券 1件、血圧計

15件、QUOカ ー ド500円券 500件、メタボメジャー200件を進呈したら

しい。平成 30年度については景品を提供してくれる団体、集まった量で振

り分けは考えるそうだが、平成 28年度実施数を目安として見込んでいる。

鍼灸師会で提供できるものとして個人的には、セイリンのバイオネックス

ゼロかお灸を渡すのが良いと思つている。

提供するかどうか、もし提供した場合その予算はどこから出すかというこ

とを審議して欲しい。

審議の結果、費用は介護福祉部から拠出し、セイリンの「こリスポット」

を2万円位の予算で購入することでこの件に関して進めて行くことが出席

理事全員一致で承認された。



第 5号議案 オリ・パラ事前合宿などの支援の件 (今後の指針等)

松浦浩市副会長より、オリ・パラ事前合宿などの支援についての件に関

して議案説明後審議要請があつた。

【議案説明要旨】

オリ・パラの合宿についてはすでに動いていて、ブルガリアのバ トミン

トン選手の合宿が岡山で行われているが、情報がない。岡山市体育協会

からコルクションが取れていないので情報が入つてこない。(公社)日 本鍼

灸師会、(公機 全日本鍼灸マッサージ師会ともオリ・パラにて選手ケアが

できるよう目指している。この合宿をカバーしていくのが良いのではな

いかと思うが、会員が活動を行いたいかどうかわからないが、合宿につ

いての支援をするべきかどうか審議して欲しい。

外国選手のケアなので様々なリスクが考えられるので、責任感ある対応が

求められる。岡山市など行政と連携して慎重に行動したほうが良いので

はないか、また、相手側より依頼があつてから動くほうが良いのではな

いかという意見が出た。

審議の結果、状況を見て相手側から依頼があれば随時情報を入れ、お互い

に話し合いをしつかり行つてから進めて行くことに出席理事全員一致で承

認された。

第 6号議案 一般会員の各部への登録の提案の件 (部員の募集)

内田輝和会長より、一般会員の各部への登録の提案 (部員の募集)の件

に関して議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

各部で業務が多くなりひとりでは手が回らないということが起きている。

特に理事交代といつた際に引継ぎがうまくいかないことが懸念されるの

で、保険部のように部員を募集してはどうか。

才野優一理事の発言

理事の引継ぎを行う際、同じような仕事をしている人が引き継ぐのが

スムーズでよいと思う。例えば普及部、広報部などが事業を行う時に

マンパワーとして必要になつたら他理事が動くといつた現状があるの

で、会員一人一人にどこかの部に所属し、何かあれば手伝うという意

識付けを持つてもらつておくとイベント時にこえかけがしやすいので

はないだろうか。



福原隆行理事の発言

手を挙げてとか推薦 してとなるとや りにくいと思 うので、会員からの

希望があればよいが、我関せず とい う会員が多いからオ リエンテーシ

ョンをしっか りして、会の一員であることを認識 して貰 う方が先決で

はないか。

馬場みずほ理事の発言

部からだと謝金規定がないので、謝金を出すのに困る。現状で部員に

活動 してもらうのであれば、委員会を設け、委員会の中でなら謝金規

定があるのでや りやすい。

審議の結果、原案通 り部長が推薦する者に対 し責任を持って募 り、理

事会で承認を得たのち部員 とすることが、出席理事全員一致で承認 さ

れた。 しかし、部員への謝金の案件は再検討することになった。

第 7号議案
´
その他

・ クラウ ドファンディングの件

内田輝和会長より、ベ トナム国際セミナー、『心のケア合宿』に対し、そ

れぞれクラウドファンディングに関して議案説明後審議要請があった。

【議案説明要旨】

(公社)日 本鍼灸師会よリベ トナム国際セミナーについて、ウィスコンシン

医科大学教授・統合医療「クリニック徳」院長より『心のケア合宿』に

ついてそれぞれクラウドファンディングヘの協力依頼を受けている。会

で協力するか、個人で協力するかを審議して欲しい。

審議の結果、会から寄付を募るのはクラウドファンディングの本来の意

図からは外れている。それぞれ個人で協力することに出席理事全員一致

で承認された。

・鍼灸師責任賠償保険発送範囲に関しての件

小原陸夫共済部長より、鍼灸師責任賠償保険発送範囲に関しての件に対し、

審議要請があり、代理で国安俊成副会長が議案説明を行つた。

【議案説明要旨】

現在鍼灸師賠償責任保険加入案内を(公社)日 本鍼灸師会会員のみに送付して

いるが、未加入者にも配布してはどうか。また、この制度に関して知らな

い人もいるので、入会案内を同封し送付してはどうか。



審議の結果、今回は今まで通り(公社)日 本鍼灸師会会員のみに送付すること

が出席理事全員一致で承認された。

[平成 29年度  12月 以降の事業・会議等の開催確認 の件 ]

1)1月 21日 (公神 岡山県鍼灸師会平成 29年第 4回学術講習会

2)2月 11日  災害支援鍼灸師養成講座岡山

3)2月 25日 (公機 岡山県鍼灸師会青年部講習(未定)

4)3月 4日 (公社)全 日本鍼灸学会中国四国認定講習会・会議

5)3月 18日 第 4回理事会

日時 :平成 30年 3月 18日 (日 ) 13:00～ 16:00

(正副会長会議 11:00～ 12:30)

場所 :療養費適正運用指導室

理事会終了後加茂郷フルマラソンケアステーションセ ミナー

《総会開催 日時について》

総会 日時 :平成 30年 5月 27日  13100～受付 13:30開始

場 所 :ピュア リティまきび

総会会場 2F 白鳥   13:00～ 18:00(予約時間)

来賓控室 3F オパール 13:00～ 15:00(予約時間)

5。 その他

・合併会議の今後についての件

(公初 岡山県鍼灸師会、(一社)岡山県鍼灸マッサージ師会合併会議につい

て新しい案として、(一樹 岡山県鍼灸マッサージ師会から吸収合併の方

向で進めたい。との意向があることが内田輝和会長より報告があつた。

(一神 岡山県鍼灸マッサージ師会より松浦浩市先生の発言

司法書士を変更し、相談したところ解散合併をするよりも、吸収合併の

方が趣旨に合うのではと指摘された。理由は、まず手続きが簡単である

こと。解散合併だと最終的に総資産を1円 まで金額を合わせなくてはな

らないという難しい作業がある。解散総会を過ぎた日から手続きが終わ

つた日までの費用を合わせる必要がある。そうしないと総会で承認を受

けたことも消えてしまう。その反面、吸収合併ではお互いの理事が話し



合い、条件を合わせた上で、○月○ 日に吸収合併が成立とい う流れにな

り、簡単にできる。そこから先に、金銭の移動ができる。等の理由で、

今回、吸収合併 とい う形で再定案 させて頂きたい。

福原隆行理事からの質問

(一神 岡山県鍼灸マ ッサージ師会理事・会員からの具体的な条件はあるの

か。

松浦浩市先生の回答

・(公わ 全 日本鍼灸マ ッサージ師会の窓目を設けてもらいたい。

約 100名 の会員が抜けると本部 としても困るだろうと思 うので、でき

れば残 しておいて頂きたい。

・保険手続き、鍼灸師賠償責任保険に関しても(公機 全 日本鍼灸マッサー

ジ師会の窓口を残 しておいてもらいたい。

・会費の件、その他諸々に関しても(公機 岡山県鍼灸師会の条件通 りで構

わない。

福原 隆行理事からの質問

どちらの上部団体に所属 しても(公神 岡山県鍼灸師会の会員になるので、

吸収合併 したのちに新入会 した会員に対 して会費はどうなるのか。

内田輝和会長の回答

新入会員に関しては、上部団体は全て(公社 )日 本鍼灸師会にカロ入することと

なる。これは(一社)岡 山県鍼灸マ ッサージ師会でも承諾済みである。

中原員行副会長の発言

(公社)岡 山県鍼灸師会会員の中でも約 50名 は(公社)日 本鍼灸師会に未力日入。

この未カロ入者 も(公社 )日 本鍼灸師会に入つてもらうのか。

馬場みずほ理事の発言

この件に関 して、自分は反対である。理由は、当会は(公社 )日 本鍼灸師会に

入 らなくてもよいとい う緩 さがあるのがメリットと思つているから。

内田輝和会長の回答

今まで会員である方に関 しては現状のままでよいとする。ただし、今後入

つてくる方に対 しては、強制的に(公社)日 本鍼灸師会に入つて頂 く。

松浦浩市先生の発言

公益社団法人は全て平等でなければならないとい う条件があるが、待遇を

別にすることにはならないので大丈夫でしょうとい うこと。ただ、県の推

進課の指導を受けなければならないので県推進課がダメと言つたら難 しい。

内田輝和会長の発言

年会費の件は、(公機 岡山県鍼灸師会に準ずる。ただ し、吸収合併するので、



これから移動 してくる(一社)岡 山県鍼灸マ ッサージ師会会員に関 しては、入

会金は取 らない。

松浦浩市先生の発言

・上部団体の(公社)全 日本鍼灸マッサージ師会に送金する係を別に作 らなけ

ればならない。

馬場みずほ理事の発言

・ これは口座管理者がいればよいので特に問題はない。

国安 俊成副会長の発言

・上部団体が二つあれば、すみわけはどうなるか。

松浦浩市先生の回答

上部団体の(公鶴 全 日本鍼灸マ ッサージ師会の行事に会員はほとんど参加 し

ていないのが現状。代議員総会には出席するが、支会長会議には出席 しな

い 。

(一神 岡山県鍼灸マッサージ師会吉田高行会長より合同説明会を開催して欲

しいと提案があった。

しかし、まず(公機 岡山県鍼灸師会会員に話をしたのち、納得してもらわな

いと先に進めない。会員の意見を聞かないといけない。多分反対意見も出

てくると思うので、討議できるように準備おかなければならない。

メリットとしては、会員の増加で行政と関わりやすくなり、経営的にもよ

くなる。費用の削減が図れる。デメリットとしては、過去の問題が浮かび

上がる可能性がある。

福原隆行理事の発言

個人的な意見だが、行政からみてもたくさん会があると分かりにくくて良

くないと思うので、一つにまとまるということはとても良いこと。ただし、

合併するには中途半端はダメ。やるなら完全にやり切つて欲しい。そのた

めにはわだかまりが無くなるように(公機 岡山県鍼灸師会単独の会員を無く

し、どちらかの上部団体に必ず所属してもらうのが良いのではないかと思

う。例えば全ての会員には会費は一括で 3万円とかにしてしまってはどう

か。(上部団体の年会費も込みで)

必ずだれもが一つになってしまったという事を理解してもらい、上手に二

つの上部団体とお付き合いしていくというのが理想だと思う。

藤原秀雄監事の発言

鍼灸師会という名称で様々な事業を行っている。鍼灸という看板を表に



掲げているが、合併することにより、マ ッサージもしているではないかと

い う声があるかもしれないが、ベースは鍼灸 とい うものを頭に据えておい

て欲 しい。

才野優一理事の発言

(一紛 岡山県鍼灸マッサージ師会が行つている事業も引き継 ぐのか?

松浦浩市先生の回答

自分がスポーツ委員をしているので、できれば残 してほしい。

県 レベルの事業は、学術講習会、女性部、スポーツではツーデーマーチ、

おかやまマラソン、総会、わくわく健康フェスティバル、広報誌 「み らい」

発行、保険審査 ほとんど(公社)岡山県鍼灸師会 と同じような事業をしてい

る。

吉田和彦理事からの質問

確認だが、現在(一機 岡山県鍼灸マッサージ師会会員は特例 として(公機 全

日本鍼灸マッサージ師会に残ることができるが、入れないとい う理解でよ

い  (ア)ラう`。

松浦浩市先生の回答

そ うです。

吉田和彦理事からの質問

合併 し、上部団体を(公社)日 本鍼灸師会に移つた会員がやはり元の(公機 全

日本鍼灸マ ッサージ師会に戻 りたいといつた事が起こった場合はどうなる

のか。

松浦浩市先生の回答

この件に関してはもう戻れない。施行細貝Jで 「今後この会に関しては強制

的に(公社)日 本鍼灸師会に入る」とい う文言を入れる。

藤原秀雄監事からの質問

(一機 岡山県鍼灸マッサージ師会から役員を残 して欲 しいとい う要望はない

のか?

松浦浩市先生の回答

役員には、(公機 全 日本鍼灸マッサージ師会からの情報を入れる人を一人理

事に入れてほしい。

部員は正副部長でお互いの担当部署でやってきた人が担当すればよいので

は?と い う意見も出た。執行理事は今の人数で、委員会がないので新たに作

る。平理事を作ると公益申請から変更 しなければならないので現状維持で

行きたい。



国安俊成副会長の発言

理事会の意見として合併に反対の人はいるか?

福原隆行理事の発言

(公社)岡山県鍼灸師会単独の会員を残すのであれば反対であると発言 した。

馬場みずほ理事の発言

地方で活動 していく団体であれば、 (公社)岡 山県鍼灸師会だけにでもまずは

入会 してもらいたいと発言 した。

理事会の意見として理事は全員吸収合併することについては概ね承認 された。

しか し、現在(公社)岡 山県鍼灸師会の会員で(公社 )日 本鍼灸師会に加入 して

いない会員(鍼灸師会単独会員)をそのまま残す事に関しては再度福原隆行理

事 より反対意見が出、会費の中に上部団体の会費も含み、必ず上部団体に

強制加入するように会員を説得するのなら賛成 とするとした。

また、馬場理事は、上部団体に所属 しないとい う選択肢も残 し、(公わ 岡山

県鍼灸師会だけでも所属する会員がいてもよいのではと意見した。

石部春子監事の発言

上部団体に入る必要性を分か りやす く説明すれば納得するのでは?

山口大輔理事の発言

最近の国の状況を見てみると全てに共通するのは多様性をいかに受け入れ

るか。選択肢をいかに与えるかとい う方向に向いている。その方向にもつ

てい きた い の な ら、 そ の人 を説 得 しな さい とい うア ドヒア ラ ンス

(adherence)が 叫ばれている。

今後、(公社 )日 本鍼灸師会に力日入 していない会員をいかにして説得するかが

課題になる。

合併に向けて内容に関 しては、もう少 し煮詰める必要があるので、本 日結

論を出す ことはできない。 とりあえず、吸収合併をすることに関 しては出

席理事全員の承諾を得た。

「あじさいの丘」に所属していた会員がいたが、その施設が無くなったため、

どのように対応するか。また、後にその会員はヤッサージ師の資格しか

持つていなかつたことが判明した。特殊な業務体系であつたため、入会

を認めていたが、入会金、年会費は納入されているので、今年度末まで

は会員として在籍できるが、継続の意思がない場合は退会扱いとする。



持つていなかったことが判明した。特殊な業務体系であうたため、入会

を認めていたが、入会金、年会費は納入されているので、今年度末まで

は会員として在籍できるが、継続の意思がない場合は退会扱いとする。

議長は、以上をもつて本理事会の全議題を審議し、原案通り承認された旨の報

告後、16時 53分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 30年 3,月 18日

公益社団法人岡山県鍼灸師会

監.事     藤原 秀基  ⑥

監 事     石部 春子
  ⑤


