
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表紙写真提供 京都市左京区 小林満男氏】  

平成３１年 新年のご挨拶 

新年明けましておめでとうございます 

本年は変革の年になると感じておられる事と思います。業務や生活に影

響する事柄が多々あり、時代の波が押し寄せてきます。変革の年なら個

人も変わっていかなければならない。師会の責務が問われる年です。 

「伝える」から「つながる」、多様な個人の組織作りをしっかりと築いて、

我々の業が社会へどのように関わっているのか、貢献しているのか、本

謹
賀
新
年 

 

新年のごあいさつ お知らせ・ご案内

・代表理事　 　朝田聖二 1 ・平成３０年度府市民健康文化講演会のご案内 12

・京都府知事    西脇隆俊 1 ・耳寄りなお知らせ　格安でホームページ作成 12

・京都市長       門川大作 3 ・平成３１年新年祝賀会のご案内 13

理事・監事新年のあいさつ 4 会員掲示板

会活動・会員活動・ニュース ・栗東ファミリーマラソン大会マッサージボランティア参加報告 13

・はり・きゅう・マッサージの受領委任制度がスタート 7 ・治療院兼住宅をお探しの方に朗報 14

・京都市「はり・きゅう・マッサージ施術費助成」申込みについて 8 投稿のお願いと会報原稿締切について 14

・平成３０年度第３回生涯教育講座終了報告 8 12月師会活動のあゆみ 14

・平成３０年度都道府県鍼灸マッサージ師会会長会報告 9 11月分保険・助成金取扱実績 15

・西京区民ふれあいまつり参加報告 10 予定表 16

・ふれあい山科区民まつり２０１８参加報告 10 編集後記 17

法制だより 12

新年号 



  

 

年ほど問われる年は無いかもしれません。そして本年ほど会員のつながりが必要な時はありません。新し

い出会いと未来への期待を込め本年もよろしくお願い申し上げます。 

      

【公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会 代表理事 朝田聖二】 

会活動・ニュース news 

はり・きゅう・マッサージの受領委任制度がスタート 

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行

う「受領委任制度」が平成３１年１月１日から導入されましたが全ての保険者が取り扱うわけではなくこ

の制度に参加する保険者等に関する取扱いとなります。各保険者等の制度への参加やその時期については

保険者等により異なるのでご注意下さい。この制度に参加していない保険者の取り扱いは今まで通りとな

ります。現時点での取り扱い保険者リストは既送しておりますが厚労省ホームページでも確認できます。

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html） 

 申請用紙は統一用紙となるものと思われますが、問い合わせに対し保険者からの返答は未定としかあり

ません。返答がありましたら随時お知らせして参ります。 

 

※ 受領委任とは、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険（療養費）で定める施術を行い、患者 

等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給 

申請書を作成して保険者等へ提出し、療養費を受け取る取扱いです。 

                                          【保険部】 

 

京都市「はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業」 
 施術利用券（1000円分 4枚）の申し込みが始まっています。 

 

 

京都市在住の高齢者（平成３１年４月１日現在満７５歳以上）の健

康の保持、増進のための施術費助成制度の利用者申し込み受付が始ま

っています。 

この施術費の補助券は、平成 31 年 4 月 1 日から２０２０年 3 月

31 日まで使用できます。 

同封の「申込み受付のちらし」をご活用い

ただき、対象者の方に補助券（１０００円分）

４枚の交付申請をお勧めください。 

はり・きゅう・マッサージのよさを、お

一人でも多くの方に知っていただく機会に

しましょう。 

 

 

【保険部】 

はがきの記入例 

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html


  

 

平成３０年度第３回生涯教育講座終了報告             

日 時  11 月 25 日(日)  午前の部 ９：００～１２：１０ 

              午後の部１３：００～１６：１０ 

場 所  京都府鍼灸マッサージ師会会館２階会議室 

参加者  午前９名・午後１１名 （会員１０名一般２名） 

１． 午前の部 

テーマ「アスリートのコンディショニング」 

～コンディショニングの捉え方とその診方～ 

講師 明治国際医療大学 助教 

   吉田 行宏 先生 

講座内容 

１．コンディションとコンディショニング 

２．コンディショニングと未病・養生 

３．コンディショニングに必要な評価 

４．スポーツ現場における鍼灸を用いたコンディショニングの実践例 

５．これからのスポーツ鍼灸とコンディショニング 

 

２． 午後の部 

テーマ 「ＫＴ ＴＡＰＥの基本 

（Ｗｈａｔ’ｓ ＫＴ ＴＡＰＥ ｐｒｏ？）」  

講師 はらだ整骨院 院長    KT TＡPEマスターインストラクター 原田 武史 先生 

       

講座内容 

１．ＫＴテープとは 

２．ＫＴ ＴＡＰＥの特性 

３．ＫＴ ＴＡＰＥ ｐｒｏのエビデンス 

４．基本的な貼り方（足首・膝・肩・腰） 

５．実技（他の部位も実例） 

参加者感想 

第一講座 

スポーツ選手のコンディショニングについて 



  

 

まず印象に残ったのは選手自身がセルフケアができないといい選手にならないということ。その中で私た

ち施術者が施術していくのは当然だけど色々な情報提供などを積極的にすることも大切な施術の 1 つだ

ということを学んだ。その中の 1 つとしてドーピングに関してもお話をされたが、何がよくて何がダメな

のかを私たちが知っておくことで施術ではないが施術中の会話の 1 つとしてアドバイスができることも

学んだ。一般の患者さんに対しても痛みの原因がストレスにあるということも学んだ。患者さんの体だけ

を見るのももちろん大切だが、気持ちの面にも変化がなかったかということにも少し耳を傾けるのも大切

だということを学びました。 

第二講座 

KT テープ 

はじめて出会うテーピングでした。まず最初に感じたのはたくさんの派手な色だなと思った。 

今までのテーピングだと白か茶色でたくさん使っているとなんだか痛々しいように見えてしまうがファッ

ションとしても使用している選手がいるくらいそういった面に関してはだいぶ解消されるのではないかと

思った。講師の先生も言っておられたが安価な商品ではないため KT テープの特徴を考えてすべて KT テ

ープではなくその他のテープと組み合わせながら使用するのも大事になってくるのかと思った。いろんな

症状に合わせてのテープの貼り方を紹介して頂いたがすべて VTR だったため視覚障害者の先生には理解

の難しい場面もあったけど中には進行のペースを落としていただいたり手に取って貼り方を教えていただ

いたり配慮もしていただいてわかりやすかったです。 

【学術部 田中光博】 

全国から会長が集まり全鍼各部局報告 

１１月１１日（日）、東京にて全鍼師会「平成３０年度都道府県鍼灸マッサー

ジ師会会長会」が開催された。全鍼の各局からの報告と各師会の課題を協議

保険局からは制度の課題など今後取り組む要点の報告があった。法制局は広

告ガイドラインを本年度中に報告出来るよう頑張る。災害対策委員会からは

ＡＭＤＡとの協定の報告。事業局は来年の神奈川大会の成功を協力していこ

う。全体的に大きな変化はなく、問題点へ少しずつ前進はしている。来年に

向けて一致団結して立ち向かう決意を胸に閉会した。 【会長 朝田聖二】 

西京区民ふれあいまつり参加報告 

11 月 17 日（土）10 時 30 分～15 時 

ホテル京都エミナース及びラクセーヌ周辺にて西京区

民ふれあいまつりに参加しました。 

施術者5名 受療者58名時折曇ってきて肌寒く感じ

る時もありましたが、基本的には暖かく、まつりの人

の数は多かったように思います。施術者が少なかった

ので、待ってもらうことが多かったですが、みなさん

快諾してくださり、とてもいい雰囲気で施術出来たと

思います。施術中、体の不調に関する相談も多く、鍼灸マッサージの必要性を改めて感じました。 

【洛西ブロック長 久保裕之】 
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ふれあい山科区民まつり 2018～やましな

健康フェスタ～ 

11 月 23 日(祝) 山科中央公園にて『ふれあい山科区民まつり

2018』が、開催されました。 

今回は同時開催の『やましな健康フェスタ』に参加となりました。

やましな健康フェスタ実行委員会の『区民の皆様に広く健康寿命

の大切さについて理解を深めていただき、御自身や御家族等の健

康づくりに取り組む機会のひとつとする事を目的に開催する。』と

言う趣旨により、開かれたものです。 

参加されたのは、山科医師会・山科歯科医師会・山科薬剤師会・

洛和会音羽病院・山科区地域介護予防推進センター・京都微生物

研究所・スポーツクラブ  ルネサンス京都山科・京都橘大学看護

学部・山科区地域包括支援センター連絡協議会・山科区健康づく

りサポーター「キャット・ハンズ」・山科区役所保健福祉センター

さん達と『健康フェスタ』を盛り上げました。 

マッサージ師会の隣が山科医師会のブースでしたので、「健康相談」の専門的な事はお隣の医師会の先生方

にお願いしたり、初めての取り組みにしては (まだまだ改良の余地は有りますが)、大変上手く行ったと思

います。各ブースに京都薬科大学の学生さんが 3 名づつ、ボランティアでお手伝いをして下さったのも大

変助かりました。(マッサージ師会は受付と体験される方の整理をして頂きました。) 

体験された方々は短い時間の施術でしたが、「気持ち良かった」「楽になった」等の喜びの声を頂きました。

例年に増して大盛況で終われたのは会員の先生方、外の先生、ボランティアの方々のお陰です。 

有り難うございました。お疲れ様でした。 

【体験者内訳】                【スタッフ内訳】 

男性:78 名 女性:29２名            参加会員:15 名 会員外:1 名 ボランティア:3 名 

【洛東ブロック長 大堀尚代】 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1【 性 別 】 

 Q2【 年 齢 】 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肩こり（15 件）・腰痛（８件）・首、肩こり（３件）・頭痛（１件）・首筋（１件） 

～その他の少数意見～ 

・2 回/週、整骨院に行って強いマッサージをしてもらっているが一向にラクにならない 

・足とか肩とか太ももが気になります  

・健康すぎて心配 

・膝が痛く困ってます 

・腰ベルトをしているがかえってしんどい時がある 

113 
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86 
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経験なし 

その他 

きゅう 

はり 

マッサージ 

Q3【 はり・きゅう・マッサージの経験は？ 】 

（複数回答可） 

 

 

初参加 

２０４ 

はい 

（昨年も

来た） 

１６６ 

Q6【 お悩み・相談事があればお書き下さい 】 
 

京都府下 (5)  

内訳 

・宇治市（１） 

・八幡市（１） 

・その他（３） 

Q5【 昨年のマッサージ体験コーナーに 

来られましたか？ 】 

Q4【 お住まいは？】 

無記入５ 

他府県 

・滋賀県

（４） 

 山科区 

（３３７） 

京都市内 (19）  

内訳 

・伏見区（１０） 

・右京区 （２） 

・左京区 （２） 

・北区  （１） 

・その他 （４） 



  

 

・ねこぜが悩み 

・膝痛で悩んでいます。歩く姿勢が悪いので肩が凝っています。 

・指先のしびれ 

・左肩が凝る。右手を上げると痛い 

・背中、肩の張り 

 

 

法 制 だ よ り    今月の報告 

 

１．指導要請 

（１）京都市 医務衛生課へ６件 

  国家免許者による違法広告 ４件 

  国家免許者による違法広告、違法業務の疑い １件 

  無免許者による違法広告 １件 

（２）啓発活動 

啓発うちわ、啓発ウェットティッシュ、啓発チラシの配布 

１１月２３日（金）山科区民祭り 

参加者の皆様、お疲れ様でした。 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

お知らせ・ご案内    information 
平成３０年度府市民健康文化講演会のご案内 

日 時 平成３１年３月１７日（日）１４：００～１５：３０ 

場 所 京都社会福祉会館３Ｆ第２会議室（二条城北側） 

内 容 子供のはりをご存知ですか？ 

「東洋医学で健やか子育て支援」 

    講師 明治国際医療大学 講師 

       田口 玲奈 先生 

参加費 無料 



  

 

 
耳寄りなお知らせ 

格安でホームページ作成 

近くの治療院検索にあなたの治療院情報を提供できます。 

ホームページミニ版作成のお手伝いします。 

情報量は A4 サイズ 1 枚程度で写真も２から３枚掲載可能 

ご希望の方は会報１月号同封の用紙にてお申し込みください。 

【広報部 ＩＴ委員会】 

 

夜泣きや疳の虫（かんしゃく・ひきつけ）にお困りのお母さんやお婆ちゃん 

子育ての中に副作用の無い東洋医学を取り入れませんか？ 

安心して下さい。 

小児鍼は鍼を体に刺しません。皮膚に擦る様な刺激だけです。 

家庭に有る歯ブラシなどを使って行う母と子供のスキンシップです。 

今回は一般の方に小児鍼の良さをアピールする為、講演会を企画しました。        【学術部】                     

 

会員掲示板  

「栗東くりちゃんファミリーマラソン大会」 

ランナーマッサージボランティア参加報告 
11 月 23 日（祝）、滋賀県栗東市が野洲川運動公園陸上競技場で

開催している「くりちゃんファミリーマラソン」において、京都

マラソンでご協力いただいている先生方が行っておられるマッサ

ージボランティアのお手伝いをしてまいりました。 

市民の健康増進を目的に、河川敷の陸上トラック 2km、3km、

5km を家族とともに楽しく走ってもらうイベントです。晴天の

中、たくさんの参加者が集い気持ちいい汗を流していました。こ

れからのマラソンシーズンに備えて足慣らしに来る方もおられ、

コンディショニングのアドバイスを求める声もあり大変刺激になりました。栗東の先生方も当日集められ

たアンケートの結果を市の担当者に提出して、活動の報告をしておられます。体験マッサージを受けられ

た方の声を主催者に届けることも大切なことですね。         

  【スポーツケア部 戸中照之】 


