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公益社団法人 岡山県鍼灸師会 

平成 30年度第 1回理事会議事録 

 

Ⅰ．日  時 ：平成 30年 5月 27日（日曜日） 18：30～21：30  

Ⅱ．会  場 ：(公社)岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導会室 

                   岡山市北区三門東町 3-8 菱川マンション 2F 

Ⅲ．出席理事 : 14名 

内田 輝和・國安 俊成・市村由美子・西谷 典人・小原 陸夫 

東原広一郎・馬場みずほ・才野 優一・山口 大輔・木多 勇企 

高木 謙輔・赤沢 成仁・内田 成洋・吉田 和彦  

Ⅳ．欠席理事 : 1名 

松浦 浩市 

Ⅴ.  欠席監事 : 2名                          

       石部 春子・吉田 高行  

Ⅵ.  報告事項 : 会長、副会長、各部の報告及び確認 

Ⅶ.  審議事項  

                 第 1号議案 代表理事選任の件 

       第 2号議案 おぎゃっと 21参加についての件 

       第 3号議案 認知症サポーター講師派遣依頼についての件 

       第 4号議案 平成 30年度第 2回理事会開催の期日の件 

      

開会(18時 40分)  

 上記のとおり出席があり定刻より少し遅れたが、前代表理事内田輝和が選ば

れて議長となり、開会を宣した。また、定款第 32 条第 1 項に基づき決議を行

うに必要な要件を満たしていることを確認し、直ちに第 1 号議案「代表理事選

任の件」について議事に入った。 

 

議長は、代表理事内田輝和が平成 30 年 5 月 27 日の定時総会終結と同時に理事

の任期満了により代表理事たる資格を喪失し退任しているので、改めて代表理

事を選任する必要があると述べ、慎重協議の結果、出席理事全員一致をもって

下記のとおり可決確定した。 

尚、被選任者は席上、その就任を承諾した。 

      岡山市中区国富四丁目 2番 48-7号 

      代表理事 内 田 輝 和 
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続いて、会長内田輝和の指名により、副会長は國安俊成、松浦浩市、市村由美

子とし、総務部に西谷典人、組織部に小原陸夫、庶務部に東原広一郎、財務部

に馬場みずほ、保険部に才野優一、学術部に山口大輔、共済部に木多勇企、普

及部に高木謙輔、青年部に赤澤成人、広報部に内田成洋、介護福祉部に吉田和

彦、監事に石部春子、吉田高行となった。全員異議なくこれを承認した。 

 

また、役割分担として、國安俊成副会長が管轄する部署は、保険部(才野優一)、

共済部(木多勇企)、普及部(高木謙輔)、介護福祉部(吉田和彦)、(公社)日本鍼灸

師会岡山事務局とし、松浦浩市副会長の管轄部署は、学術部(山口大輔)、青年

部(赤澤成人)、市村由美子副会長の管轄部署は、総務部(西谷典人)、組織部(小

原陸夫)、庶務部(東原広一郎)、財務部(馬場みずほ)、広報部(内田成洋)にお願い

するとした。 

 

会長の諮問委員について、表彰委員会委員長に市村由美子、IT 委員会委員長に

才野優一、スポーツ鍼灸委員会委員長に山口大輔、女性部会委員会委員長に石

部春子、危機管理委員会・兼安全管理委員会委員長を國安俊成、副委員長に高

木謙輔を置くとした。 

 

【報告事項】 

・組織部の報告 

  小原陸夫組織部長が、会員状況を今年の新規入会者は 2名、退 

会者は 4 名、休会者は 4 名、現時点での会員数は A 会員 136 名、

B 会員 82 名で合計 218 名であることを前任者から引き継ぎ報告

した。 

・庶務部の報告 

前西谷典人庶務部長が、現在の会員発送数は墨字が 196 名、点

字が 20名、CD=Rが 6名であると報告した。 

・財務部の報告 

馬場みずほ財務部長が、平成 30 年度の年会費納入に関して 6 月

中旬に案内を発送する予定であるとした。また、前年度の会費未

納者に対しては、退会通知を出す予定であるとし、前年度会費未

納者は 3～5名であると報告した。 

・保険部の報告 

才野優一保険部長が、保険講習会が本日終わったと報告した。保

険制度の変更により厚生局の事務局との協定を結ぶための挨拶に

行く日程調整を会長、副会長に相談したいと報告した。 
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・介護福祉部の報告 

吉田和彦介護福祉部長が、機能訓練指導員制度導入の準備状況に

ついて、機能訓練指導員が正式に鍼灸師の資格で認められること

になった。介護施設で半年以上の勤務を終えた人が、そこで勤務

する機能訓練指導員の認定を頂くような形になる。取れる人は限

られてしまう。開業鍼灸師は難しい。鍼灸師会で機能訓練指導員

の研修会をしましょうと進めてはいるが、研修会を受けたからと

言って資格が取れるわけではない。これは、質の確保のために研

修をするのであって、施設で半年以上働いた人が認められるとい

うのが現状である。7 月 7 日に(公社)日本鍼灸師会本部で会議が

あるのでその時に詳細が分かると思うと報告した。 

 

【諮問委員会】 

① 表彰委員会 

  市村由美子委員長が、岡山市長表彰に川野由倫子、岡山市保健 

所長表彰に山口大輔を、岡山県知事表彰に芦田徹、國安俊成を

推薦したと報告した。また、美作保健所長表彰の候補者として

大町成人を推薦したいと報告した。 

② IT委員会 

才野優一 IT 委員長が、HP をそろそろ上げて行こうと思って

いるので、以前募集したキャッチフレーズをまとめたものを理

事会メールで流すので、選び、事務局まで送信して欲しいとし

た。 

また、IT 関連の委員に白井里実、安藤晶美、馬場みずほを置

くとした。 

Dropbox の管理について、馬場みずほ理事がワンドライブを試

験的に使用しているとした。ワンドライブのソフトを入れ、個

人的にアカウントを取って頂くと共有しやすいのではないかと

思っている。 

現状の Dropbox では新理事を招待し、辞められた理事を外し

て管理するとした。徐々に共有ファイルの変更をしていけばよ

いのではないか。理事会の大元の管理は故木多義則先生がして

いたが、共有設定は馬場みずほ理事ができるとした。 

新理事は理事会メールに登録するのでアドレスを各自事務局へ

連絡するようにと指示した。 

③ スポーツ鍼灸委員会                          
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  山口大輔委員長が平成 30年度フィールドの予定として                   

9月 30日(日)   FORESTRALL SHINJO-HIRUZENケアステーション   

開設に西谷典人先生と木多勇企先生が参加予定。 

10月 7日(日) 津山市民スポーツ祭体験ブース開設に木多勇企先生が参加 

する予定だが 4 人ほど応援が必要。地区活動としてでは

なく、鍼灸師会の活動とするとした。 

 10月 8日(日) 井原市民スポーツの日スポーツ鍼灸体験ブース開設には、

中原眞行・馬場みずほが参加予定であるとした。 

11 月 11 日(日) 第 4 おかやまマラソンブース開設では、相談コーナーは

大会前日のみ開設するとした。 

  平成 31 年 3 月 18 日(日) 第 26 回津山加茂郷フルマラソン全国大会での

ケアステーション開設事前セミナーは山口

大輔が担当すると報告した。     

① 危機管理対策委員会                        

       國安俊成前委員長が 7月 15日開催予定の AMDA第 5回災害鍼灸チーム 

育成プログラム参加者募集について会費は 3,000 円程度。の HP にプレ

情報が載っているが、会場が決まっていない。1 日目は午後から 2 日目

は昼過ぎまで、というスケジュールらしい。もう少し詳細が分かり次第

再度連絡するとのこと。       

 

【その他の報告】 

①第 4回おかやまマラソンケアステーション開設の進捗状況報告について 

 ・内田輝和会長が、3月 1日に第 4回おかやまマラソンケアステーション 

について会議に出席したと報告した。第 3 回大会では、中央のテントの

向きを変えるなどしたため、ケアステーションの場所が分かりやすくな

ったなど好評だった。ただ、トイレの混雑等など改善点もまだあるので、

第 4 回大会ではレイアウトを変更することも検討中である。ただ、ケア

テントの場所については昨年同様になるみこみである。 

 ・第 4回大会でも大会前日にはスポーツ障害、健康相談のみで施術は行わ 

ない方向で行くとの事が決まったと報告した。 

 ・第 4回大会では、外国人枠(200名)が新たに追加された。このため通訳 

を置くことにする。 

 ②担当者変更の部について(役割確認) 

  ・総務部…議事録の作成・理事会プログラムの作成・事業計画書及び事業

報告書の作成・各種税金についての手続きなど 

   議事録作成にはボイスレコーダーを使用し作成する 



 

5 

 

       理事会プログラム作成にはひな型を作る 

       各種税金についての手続きは引き続き市村由美子が行う 

       総会資料の作成について、総会にふさわしい書式で作成する必

要があると山下一盛弁護士に指摘を受けたので、後日打ち合わ

せを行う予定である。 

  ・組織部…小原陸夫理事が担当。入退会・名簿の管理をしてほしい。引き

継ぎは前任者の赤枝壽士先生として欲しい。ドロップボックス

にて管理を行う。 

  ・庶務部…東原広一郎理事が担当。6 月中旬には学術講習会の案内発送が

ある。 

③保険指導会室について 

才野優一保険部長が、指導会室の備品について管理簿を作成するので、

持ち出し、返却について記入して欲しい。また、保険部に関しては、個

人情報なども入っているので、PCは持って帰っているとした。 

 ④平成 30年度岡山県鍼灸師会学術部の予定について 

   山口大輔学術部長が以下のように報告した。 

会場：朝日医療大学校 

第 1回学術講習会 7月 29日（日） 

・午前：倉敷芸術科学大学客員教授 内田 輝和先生 

 岡山県副参事 平田英俊様 

「災害時医療と鍼灸、現地でのリスク管理」 

・午後：（一社）徳島県鍼灸師会 会長 篠原新作 先生 

「小児の鍼灸治療とリスク管理」 

第 2回学術講習会 9月 9日（日） 

・午前：倉敷芸術科学大学客員教授 内田 輝和先生  

(公社)岡山県鍼灸師会 才野 優一理事  

「（仮）健康保険制度の改正について」 

・午後：明治国際医療大学 教授 矢野 忠先生  

「レディース鍼灸とリスク管理」 

第 3回学術講習会 11月 4日（日） 

・午前：倉敷芸術科学大学客員教授 内田 輝和先生  

(公社)岡山県鍼灸師会 吉田 和彦理事  

「（仮）機能訓練指導員制度の導入について」 

・午後：明治国際医療大学 教授 伊藤 和憲先生  

「難治性疼痛の鍼灸治療とリスク管理」 

第 4回学術講習会 1月 20日（日） 
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・午前：朝日医療大学校 副学校長 山口 大輔先生   

「鍼灸臨床を安全に行うために」 

・午後：四国医療専門学校 副学校長 大麻 陽子先生 

「美容鍼灸とリスク管理」 

平成 31年 3月 17日（日） 

・スポーツボランティア事前研修  

 朝日医療大学校 副学校長 山口 大輔先生    

その他 

・第 38鍼灸臨床研修会参加者について 

・（公財）東洋療法試験財団生涯学習について 

⑤鍼灸展について  

     高木謙輔普及部長が鍼灸展開催について次のように報告した。  

開催日時：平成 30年 8月 26日（日）13:00～16:00 

場  所：川崎医科大学総合医療センター 

かわさきコミュニティホール 

（岡山市北区中山下 2丁目 6-1） 

内  容：検討中 

⑥メールマガジンについて    

      内田輝和会長が、総会開催、新理事決定の事をメールマガジンで

配信するように内田成洋広報部長に指示した。                           

• （公社）日本鍼灸師会岡山事務局                    

・７月 8 日(日)に開催される(公社)日本鍼灸師会部長会議（花田学園）

に出席 予定者は、(公社)日本鍼灸師会委員の吉田和彦理事、國安

俊成副会長、才野優一保険部長、山口大輔学術部長、赤澤成人青年

部長、高木謙輔普及部長の 6名が参加すると確認した。      

・9 月 23(日)・24 日(月)に愛媛県松山市で開催予定の(公社)日本鍼灸

師会中国四国ブロック会議には、國安俊成副会長、市村由美子副会

長、才野優一保険部長、馬場みずほ財務部長の 4 名が参加すると確

認した。 

• （公社）全日本鍼灸学会                          

     吉田和彦(公社)全日本鍼灸学会中国四国支部学術委員が平成 30 年

度の講習会予定を以下のように報告した。 

・6月 2日(土)～3日(日) 第 67回(公社)全日本鍼灸学会学術大会大阪大会 

・7月 22日(日) (公社)全日本鍼灸学会中国・四国支部認定講座(岡山会場) 

・11月 18日(日) 第 30回(公社)全日本鍼灸学会中国・四国支部 

学術集会愛媛大会 
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・平成 31年 2月 24日(日)  (公社)全日本鍼灸学会中国・四国支部 

認定講座(岡山会場)          

 

【審 議 事 項】 

1)第１号議案 代表理事選任の件  

   議長は、代表理事内田輝和か平成 30年 5 月 27 日の定時総会終結と同時

に理事の任期満了により代表理事たる資格を喪失し退任しているので、

改めて代表理事を選任する必要があると述べ、慎重協議の結果、出席理

事全員一致をもって下記のとおり可決確定した。 

尚、被選任者は席上、その就任を承諾した。 

 

       岡山市中区国富四丁目 2番 48-7号 

       代表理事 内 田 輝 和 

 

続いて、会長内田輝和の指名により、副会長は國安俊成、松浦浩市、市村

由美子とし、総務部に西谷典人、組織部に小原陸夫、庶務部に東原広一郎、

財務部に馬場みずほ、保険部に才野優一、学術部に山口大輔、共済部に木

多勇企、普及部に高木謙輔、青年部に赤澤成人、広報部に内田成洋、介護

福祉部に吉田和彦、監事に石部春子、吉田高行となった。全員異議なくこ

れを承認した。 

                         

2) 第 2号議案 おぎゃっと 21参加についての件  

    石部春子女性部会委員会委員長の代理で市村由美子副会長が、子育て支 

援のイベント「おぎゃっと 21」参加について、議案説明後審議要請があ

った。 

【議案説明要旨】 

 山陽新聞事業社の担当より提案があり、平成 30年 6月 30日(土)・7月 

1 日(日)のどちらかまだはっきり日程は決まっていないが、30 分から

1 時間ほどステージ出演しないかと依頼があった。当初、備前百会灸

®で出展予定であったが、急遽 5 万円の出展料を提示された。そのた

め一度は辞退したが、(公社)岡山県鍼灸師会としてであれば無料で出

演可能との回答を頂いた。乳幼児の「ツボ」をテーマに鍼灸師目線か

らの親子の触れ合いなどを講演できたらと思う。出演依頼を受けても

よいか審議して欲しい。 

 

 審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。 
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3) 第 3号議案 認知症サポーター講師派遣依頼についての件 

吉田和彦介護福祉部長より、認知症サポーターの講師派遣依頼の件につい

て議案説明後審議要請があった。 

【議案説明要旨】 

岡山市保険福祉課医療推進課より認知症サポーターの講師を依頼された。

(公社)岡山県鍼灸師会から派遣されたと言ってよいか。 

  

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。 

 

 4)第 4号議案 平成 30年度第 2回理事会開催の期日の件  

   内田輝和会長より、平成 30年度第 2回理事会開催の期日の件に関して、 

議案説明後審議要請があった。  

【議案説明要旨】 

    当初 9月 16日(日)に平成 30年度第 2回理事会をいつも通り、療養費適 

正運用指導会室にて開催予定であったが、第 1 回理事会からかなり時間

があいてしまう。また、鍼灸展開催に向けての打ち合わせも必要なので、

できれば 8月 19日(日)に変更したい。 

 

 

審議の結果、原案通り、出席理事全員一致で承認された。 

 

         平成 30年度第 2回理事会開催日 

          会 場 : 療養費適正運用指導会室 

             時 間 : 正副会長会議：10：00～12：00  

理事会：12：00～15：00 

 

 

4)その他    

・國安俊成副会長より、岡山県と災害支援の協定を結ぶことになったが、

各市町村との協定を個別に結ぶかどうかを決めておきたい。 

 話し合いの結果、岡山県と協定を結ぶので、岡山県から指示があった

時に動けばよいのでは?何か問題提起があった時に考えれば良いとして、

各市町村と個別には協定を結ばない事になった。 

・内田輝和会長より、青野高陽顧問が最近、総会や(公社)岡山県鍼灸師会

の為に動けていないので、他の方にお願いしたいと思っている。千田

博通顧問に何か良いアイデアはないか等を相談し、追々に変更しよう 



と思つている。

・内田輝和会長より、次期総会に向けて山下一盛顧問弁護士より総会開

催日が 5月 ではまずいのではないか。事業が終了して 2か月も会員の

意見を聞かずに新年度の事業を進めていくのには問題があるのではな

いかとの指摘を受け、正冨1会長と財務で弁護士の所へ相談に行くこと

にする。次回の理事会までに回答できるように準備をしたい。

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、20時 15分閉会を宣し終了した。

上記の議事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。

平成多θ年ク月夕日

獅
　
輝
　
　
春
　
　
一局

賜
　
田
　
　
部
　　　田

附
　
　
内
　
　
　
石
　
　
　
士
ロ
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