
 

公益社団法人岡山県鍼灸師会 平成30年度事業報告書 
 
 

【Ⅰ】鍼灸学術の振興と鍼灸師の資格向上に関する事業（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格向上を図り、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）（公社）日本鍼灸師会専門領域研修制度の実施 

 

（２）各団体の大会等への参加・研究発表の奨励 

① 第14回（公社）日本鍼灸師会全国大会in沖縄 

開催日：平成30年10月27日・28日 参加者5名 

テーマ：時代を支える鍼灸 ～病に体にそして心に～    

会  場：沖縄県男女共同参画センターてぃるる 

 

②（公社）日本鍼灸師会第9回臨床鍼灸スポーツフォーラムin埼玉 

開催日：平成30年8月19日 参加者なし 

テーマ：わが国におけるスポーツ鍼灸の現状と今後の展望   

会 場：ラフォーレ清水園(埼玉県さいたま市) 

 

③ 第67回（公社）全日本鍼灸学会学術大会 大阪大会 

開催日：平成30年6月2日・3日 参加者10名 

テーマ：長寿を支える鍼灸学 ～新たなるエビデンスとナラティブへの挑戦～ 

会  場：ハイアットリージェンシー大阪、森ノ宮医療大学 

 

④ 第31回（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会 愛媛 

開催日：平成30年11月18日 西日本豪雨災害のため中止 

会 場：国際ホテル松山 

 

⑤（公社）全日本鍼灸学会中国四国支部認定座 

開催日：平成30年7月22日 西日本豪雨災害のため中止 

開催日：平成31年2月24日 岡山シティホテル桑田町 別館会議室 204  

参加者：会員9名 会員外8名 学生1名 合計18名 

 

（３）（公社）日本鍼灸師会第38期鍼灸臨床研修会の受講者 

開催日：平成31年3月17日  該当者なし 

会 場：呉竹医療専門学校 大宮校(さいたま市) 

 

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（会場：朝日医療大学校） 

(公財)東洋療法研修試験財団 生涯研修指定講座に対応 

(公社)日本鍼灸師会 専門領域研修講座に対応 



第1回：平成30年12月2日(延期開催) 

参加者：会員13名 学生1名 合計14名 

演 者：（一社）徳島県鍼灸師会会長 篠原新作 先生 

演  題：「小児はりとリスクマネジメント」「災害時の小児への対応の必要性」 

 

第2回：平成30年9月9日 

参加者：会員25名 岡山県鍼灸マッサージ師会会員12名 学生1名 合計38名 

演  題：「女性鍼灸学における鍼灸臨床の実際」 

-安心と安全なレディース鍼灸に向けて- 

演  者： 明治国際医療大学 学長 矢野忠 先生  

 

第3回：平成30年11月4日 

参加者：会員9名 岡山県鍼灸マッサージ師会会員3名 一般1名 合計13名 

演 題：「治療抵抗性の痛みに対する鍼灸治療の考え方」 

演 者：明治国際医療大学大学院研究科長  

同付属鍼灸センター長 伊藤和憲 先生 

 

第4回：平成31年1月20日 

参加者：会員15名 岡山県鍼灸マッサージ師会会員7名  

一般2名 学生12名 合計36名 

演  題：「鍼灸臨床リスク管理基礎講座とリンパ疎通鍼の美容への応用」 

演 者：(公社)岡山県鍼灸師会理事・朝日医療大学校 副学校長 山口大輔 

演 題：「美容鍼灸とリスクマネジメント」 

演 者： 四国医療専門学校副学校長 大麻陽子 先生 

 

（２）青年部研修会の開催 平成31年3月24日   

会 場：奉還町りぶら 2F 

演 題：「明日から使える鍼灸治療 講義と実技 

演 者：（公社）岡山県鍼灸師会理事・松浦治療院長 松浦浩市 

参加者：会員11名 会員外3名 合計14名 

 

（３）第27回津山加茂郷フルマラソン全国大会 

第7回スポーツ鍼灸マッサージケアステーション 

開設事前トレーナーセミナーの開催 平成31年3月17日  

参加者 ： 会員7名  会員外0  学生0名 

 

（４）（公社）日本鍼灸師会全国部長会議への出席 平成30年7月8日 

学術部：山口大輔、普及部：高木謙輔、保険部：才野優一、青年部：赤澤成仁 

上記4名が出席予定だったが西日本豪雨のため普及部：高木謙輔のみ参加 

 

（５）各種研修会・講習会等の受講促進、参加 

①（一社）岡山県鍼灸マッサージ師会 

第5回スポーツ鍼マッサージトレーナー専門講習会 平成30年10月14日 

会 場：岡山駅前ターミナルスクエア12階  



参加者：会員6名 （一社）岡山県鍼灸マッサージ師会会員16名 

会員外8名 合計35名 

 

② AMDA南海トラフ災害対策プラットホーム調整会議 

開催日：平成30年11月24日 岡山県立大学(総社市) 

参加者：國安俊成・松浦浩市・石部春子・小野由実子 

 

③ 災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会（DSAM発会式） 

開催日：平成30年12月9日 横浜市技能文化会館 

参加者：内田輝和・國安俊成・松浦浩市 

内田輝和が西日本豪雨災害時の本会の活動について報告・発表 

 

④ 第10回JIMTEF災害医療研修ベーシック 

開催日：平成30年6月16日・17日 

参加者：國安俊成 

 

⑤ 第9回JIMTEF災害医療研修アドバンス 

開催日：平成30年11月17日・18日 

参加者：國安俊成 

 

⑥ JIMTEFスキルアップセミナー 

開催日：平成31年2月16日 東京都立川市 国立医療法人 災害医療センター 

参加者：松浦浩市・國安俊成 

 

⑦ 災害鍼灸師合同セミナー        

開催日：平成 31年2月17日 東京都新宿区 ルノアール会議室 

参加者：松浦浩市・國安俊成 

 

⑧ 第24回日本災害医学会総会    

開催日：平成31年3月18日～20日 学術集会米子市コンベンションセンター 

参加者：國安俊成 

西日本豪雨災害時の本会の活動について発表 

 

【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）（公社）岡山県鍼灸師会会報誌の発行及び配布（一般向け年2回、10月・3月） 

（２）（公社）日本鍼灸師会発行物の配布（日本鍼灸新報等） 

（３）ウェブサイト管理と充実、Facebook ページを利用しての情報発信 

（４）鍼灸展（一般県・市民公開講座） 西日本豪雨災害のため中止 

 

 



２．鍼灸術を通じての社会奉仕活動に関する事業 

（１）災害支援鍼灸師に関する活動 

① 岡山県災害時公衆衛生活動への協力に関する協定 ： 岡山県庁 

平成30年7月5日  協定調印式 

 

② 西日本豪雨災害医療ボランティア施術 ： 倉敷市(真備町・玉島等) 

平成30年7月12日～8月8日まで (28日間) 

参加者：会員71名 (一社)岡山県鍼灸マッサージ師会会員52名 一般21名 

のべ施術スタッフ数144名 のべ施術利用者数663名 

 （２）県下地区師会により社会福祉施設等での鍼灸無料施術を実施 

平成30年4月～平成31年2月 総動員数41名 総受療者数261名 

① 岡山地区(責任者：才野優一) 

    実施日：平成30年6月10日 動員数：5名 受療者数11名 

    場 所：報恩積善会 岡山市北区津島笹が瀬 

    実施日：平成30年6月10日 動員数：8名 受療者数36名 

    場 所：旭川荘竜ノ口療 岡山市北区祇園地先 

 

② 倉敷地区(責任者：芦田徹) 

実施日：平成30年9月16日 動員数：8名 受療者数46名 

場 所：みどり荘内・菜の花 倉敷市水島北幸町 

実施日：平成30年7月22日 動員数：4名 受療者数25名 

場 所：長楽荘 倉敷市玉島長尾 

    実施日：平成30年9月9日 動員数：6名 受療者数24名 

    場 所：寿光園 浅口市金光町下竹 

 

③ 備北地区(責任者：柳生良雄) 

    実施日：平成30年4月27日 動員数：3名 受療者数36名 

    場 所：まなび広場にいみ 新見市新見 

実施日：平成31年10月7日 動員数：3名 受療者数36名 

    場 所：まなび広場にいみ 新見市新見 

 

（３）県下地区開催の健康・スポーツイベント等での鍼灸の施術奉仕及び普及啓発活動 

① 第26回津山加茂郷フルマラソン全国大会 

第6回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設 

開催日：平成30年4月15日  

場 所：津山市加茂町スポーツセンター総合グランド  

動員数：会員4名 受療者数47名 

 

② 第7回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会 ケアステーション開設 

開催日：平成30年4月15日  

場 所：旭川京橋右岸(備前岡山京橋朝市会場) 

動員数：会員10名 会員外2名 学生4名 受療者数95名 

 

 



③ FORESTRAIL SHINJO-HIRUZEN ケアステーション開設 

開催日：平成30年9月23日 

場 所：新庄村ふれあいセンター 

動員数：会員2名 受療者数：32名 

 

④ 第47回つやま市民スポーツ祭 鍼無料体験コーナー設置 

開催日：平成30年10月7日  

場  所：津山陸上競技場 

動員数 ：会員4名 受療者数47名 

 

⑤ 井原市民スポーツの日 鍼灸体験ブース開設 

開催日：平成30年10月8日  

場 所：井原市体育館 

動員数：会員5名 受療者数：31名 

 

⑥ 第4回おかやまマラソン2018 ケアステーション開設 

開催日：平成30年11月10日・11日  

場 所：岡山県総合グラウンド ケアステーション4団体共同開設 

(公社)岡山県鍼灸師会 (一社)岡山県鍼灸マッサージ師会 

(一社)岡山県マッサージ師会 (公社)岡山県柔道整復師会 

動員数：会員33名 (3団体合計約70名) 学生34名 受療者総数1,176名 

 

⑦ 第32回瀬戸内倉敷ツーデーマーチケアステーション開設 

開催日：平成31年3月9日・10日 

場  所： 倉敷市市役所駐車場（特設ケアテント） 

3月9日 動員数：会員4名 会員外19名 学生20名 受療者総数：383名 

3月10日 動員数：会員3名 会員外28名 学生20名 受療者総数：181名 

 

（４） 県下地区開催の子育て支援活動 

① 子育て支援イベント「おぎゃっと21」にてステージ出演 

テーマ：「パパ・ママができる子育て簡単ツボタッチ」 

開催日：平成30年6月30日・7月1日 

場  所：コンベックス岡山 

6月30日 動員数：会員６名 会員外2名 学生3名 合計11名 

7月1日  動員数：会員9名  会員外1名 学生1名 合計11名 

 

② 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催 

開催日：平成30年11月4日 

場  所：岡山ドーム 

動員数：会員 7名 会員外 6名 学生14名  合計27名 受療者数91組200名以上 

 

（５）県下地区の健康づくりへの取り組みに対する協力 

・岡山市保健管理課「岡山丸ごと！健康ポイントプロジェクト」 

岡山市国保年金課「健康へGO!キャンペーン」 



協賛品としてセイリンの「こりスポッと」を提供 

・健康市民おかやま21推進宣言団体登録 

・桃太郎のまち健康推進応援団登録 

・さんかく岡山団体登録 

 

３．療養費等の適正な運用に関する事業 

（１）療養費等の適正運用に関する普及啓発と手続き支援 

① 保険者等からの情報を会員へ周知、保険部メーリングリストの管理及び運用 

② 保険部必修講習会開催：ピュアリティまきび 平成30年5月27日  

③ 保険部初心者講習会の開催：平成30年度は開催なし 

④ 保険部療養費等適正運用指導会の開催： 療養費適正運用指導会室 

  平成30年 4月8日 5月6日 6月10日 7月8日 8月12日 9月9日 10月7日 

       11月11日 12月9日 

 平成31年 1月6日 2月10日 3月10日 

 

【Ⅲ】会員相互扶助事業・その他の事業 
 

１．会員異動の管理に関すること 

（１）会員の異動管理、会員名簿の随時訂正加除・作成 

 

２．入会促進に関すること 

（１）新入会員オリエンテーションの開催：ピュアリティまきび 平成30年5月27日 

（２）鍼灸師養成学校での入会説明会 

   平成31年2月25日 朝日医療大学校 

   倉敷芸術科学大学では授業中に紹介したため、開催日は不明 

（３）入会促進用パンフレットの配布 

 

３．会員の共済に関すること 

（１）会員の福祉増進並びに相互扶助に関すること 

① 日本鍼灸師会総合賠償保険への加入勧奨 

② 団体保険への加入推奨 

団体保険：日鍼会保障プラン、鍼灸マッサージ師等国民年金基金 

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．保健所届け出済証明書に関すること 

 

５．厚生労働大臣免許保有者証の発行手続き 

 

６．会員向け広報誌に関すること 

（１）会報誌『鍼灸おかやま』の発行（年2回 10月・3月）各450部発行 

（２）メールマガジンの配信による情報告知 ( 第221号～第239号) 

 

 



７．顕彰に関すること 

（１）外部表彰 

平成30年10月25日 

平成30年度岡山県保健衛生功労者 

地域医療事業功労 県知事表彰     國安俊成 

地域医療事業功労 岡山県福祉部長表彰 芦田徹 

 

平成30年10月18日 

平成30年度岡山市公衆衛生功労者 

地域医療事業功労 岡山市長表彰    川野由倫子 

地域医療事業功労 岡山保健所長表彰  山口大輔 

 

平成30年9月13日 

平成30年度岡山県保健衛生功労者 

地域医療事業功労 美作保健所長表彰  大町成人 

    

（２）内部表彰 

平成30年5月21日 

(公社)岡山県鍼灸師会50年従事者表彰  蓮井一彦 

(公社)岡山県鍼灸師会30年従事者表彰 小原忠士・松永圭一郎・星智加子 

  

８．会員の慶弔に関すること 

   玄場義明先生ご逝去 瀬沼 潔先生ご逝去 

 

９．その他の事業 

・（公社）日本鍼灸師会等の要請に応じ災害支援鍼灸師の派遣 

西日本豪雨災害医療ボランティア施術：愛媛県宇和島町仮設住宅 

実施日：平成31年1月13日 

参加者：国安俊成・木多勇企・西谷典人・吉田高行 

 

・岡山市医療政策推進課からの依頼により認知症サポーター養成講座を開催 

実施日：平成30年8月20日、10月15日 

場 所：岡山地域ケア総合推進センター 

参加者：吉田和彦 

 

・岡山県地域包括ケアシステム学会団体登録 

 

【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）総会の開催 

① 第41回定時総会の開催 平成30年5月27日 ピュアリティまきび 

② 臨時総会の開催  平成31年2月3日 サンピーチOKAYAMA 

 



（２）理事会の開催 

平成30年4月19日 電磁的記録による理事会の決議の省略  

議案：平成29年度事業報告書の承認の件、平成29年度計算書類の承認の件 

全員同意 

 

第1回 ：平成30年5月27日  会場：療養費適正運用指導会室 

出席数：理事14名  監事1名 

議 案：代表理事選任の件、おぎゃっと21参加についての件、認知症サポーター講

師派遣依頼についての件、平成30年度第2回理事会開催の期日の件 

 

第2回：平成30年7月29日 会場：療養費適正運用指導会室 

出席数：理事14名  監事1名 

議 案：鍼灸展の開催の件、災害支援の件、あはき療養費受領委任取り扱い登録の

件、平成30年度第3回理事会開催の期日の件 

 

 

第3回：平成30年9月15日 会場：療養費適正運用指導会室 

出席数：理事15名   監事2名 

議 案：災害報告と今後の対応の件、岡山県の平田氏を招いた普及部講習会開催時

期の件、合併にむけての時期とこれからの課題についての件、臨時総会開

催の件、朝日医療大学校学園祭にブースを出すことについての件、合併に

伴い保険審査書類提出「鍼灸マッサージ師会分」変更時期についての件、

コピー機導入に関する件、平成30年度第4回理事会開催の期日の件 

 

第4回：平成30年12月16日 会場：療養費適正運用指導会室 

出席数：理事14名  監事2名 

議 案：(一社)岡山県鍼灸マッサージ師会との合併の件、定款変更の件、合併契約

書の件、指導会室の管理、清掃、備品の管理の件、(公社)日本鍼灸師会の

会費と今後についての件、慶弔についての件 

 

第5回：平成31年3月17日 会場：療養費適正運用指導会室 

出席数：理事15名  監事2名 

議 案：2019年度収支予算書等の承認の件、2019年度事業計画案の件、指導会室の

管理、清掃、備品の管理の件、2020年度からの理事の増員についての件 

 

臨時理事会：平成31年2月3日 会場：サンピーチOKAYAMA 

出席数：理事12名 監事2名  全員同意 

議  案：臨時総会開催時に提出される委任状の白紙委任状の代理人の件  

 

（３）正副会長会議の開催(5回) 

平成30年7月29日 (公社)岡山県鍼灸師会療養費適正運用指導会室 

8月6日  (公社)岡山県鍼灸師会事務局(岡山市北区本町) 

8月23日 (公社)岡山県鍼灸師会事務局(岡山市北区本町) 

11月20日 (公社)岡山県鍼灸師会事務局(岡山市北区本町) 



平成31年1月31日 (公社)岡山県鍼灸師会事務局(岡山市北区本町) 

（４）(一社)岡山県鍼灸マッサージ師会との合併契約締結  

   平成31年1月17日 (公社)岡山県鍼灸師会事務局(岡山市北区本町) 

（５）監査会の開催 平成30年4月14日 (岡山市北区春日町) 

 

２．財務に関すること 

（１）予算の編成、執行並びに財務に関する計算書類等の作成 

（２）物品の調達及び財産の管理 

 

３．法制に関すること 

（１）定款、規則等の制定及び改廃に関し理事会で検討 

（２）関係法令の研究及び周知 

 

４．総務、庶務に関すること 

（１） 会員台帳の作成保管 

平成30年3月末時点 会員数212名(A会員137名 B会員75名) 

平成30年度入会者数6名 退会者数22名(含休会者3名) 

（２） 文章の作成、発送、保管及び整理 

会員発送数 墨字194名 点字19名 CD-R7名 

（３） 会議資料及び議事録の作成並びに保管 

 

５．儀式・儀典等の企画、運営に関すること 

合併祝賀会の計画 

 

６．事務局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）日本鍼灸師会定時代議員総会 

       平成30年6月10日 出席者 ： 國安俊成・西谷典人 

（２）（公社）日本鍼灸師会中国四国ブロック会議への出席 ： 国際ホテル松山 

    平成30年9月23日・24日 出席者：國安俊成・市村由美子・才野優一・赤澤成仁 

（３）(公社)日本鍼灸師会全国師長会議 平成30年12月1日 内田輝和 

（４） 行政・関係省庁の折衝 

・山下一盛顧問弁護士事務所にて会議 

平成30年8月27日 出席者：内田輝和・國安俊成・松浦浩市・市村由美子 

・岡山県医療推進課にて指導 平成30年12月5日 出席者：市村由美子 

・岡山県庁自民党会議室にて千田博道顧問と打ち合わせ 

平成30年12月18日 出席者：内田輝和・國安俊成・市村由美子 

 

８．関連団体及び教育機関との連携、協力及び交流に関すること 

（１） 朝日医療大学校卒業式来賓出席   平成30年3月13日 國安俊成 

（２） 朝日医療大学校卒業生優秀者表彰 

    (公社)岡山県鍼灸師会会長表彰 鍼灸学科学生表彰 小山莉玖 

（３）倉敷芸術科学大学卒業式来賓出席 平成30年3月23日 松浦浩市 


