
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会活動・会員活動のニュース

ブロック出張理事交流学習会開催のご報告 

去る 12 月 10 日(土)、11 日(日)と理事会と出張理事交

流学習会が美山町河鹿荘にて開催されました。 

河鹿荘では理事と洛西ブロックの先生方と鍋を囲んで交

流会が行われブロック会員先生方の生の声を聞くことが

できました。 

翌日は、山﨑先生による「中高生アスリートの現状と鍼

灸マッサージ師が行うアドバイス」と題する講義と実技が

ありました。中学高校の競技大会のスケジュールを示され

学校のレベルや個人のレベルによって故障からの復帰に

大きな違いがあること、トレーニングも大会に向けた

内容や練習周期があること等たいへん勉強になりま

した。２講目は、辻村先生による漢方薬の講義。漢方

薬の処方に古方派と後世派、折衷派があること。民間

薬と漢方薬の違い。薬局で売られている漢方薬につい

てなど薬剤師と鍼灸師の立場からわかりやすく講義

をしていただきました。参加の先生方からたくさん質

問の飛び交うたいへん有意義なブロック学習会とな

りました。 

会場の選択から調査企画準備を担当していただい

た森先生ありがとうございました。 

【 報告 事務局 】 
 
 

1 月 22 日（日）に開催された祝賀会より鏡開き～乾杯の音頭 



 

第 3 回生涯教育講座が開催されました 
平成 28 年度生涯教育講座第 3 回目を 12 月 25 日（日）に下記

の通り開催いたしました。 

関西医療大学大学院鈴木敏明先生を講師に招き「神経疾患のリハ

ビリテーションと動作分析」というテーマで休憩も無いみっちり

3 時間の講義をしていただき、内容の濃い講座となりました。 

参加者は会員 22 名、一般 3 名、学生 1 名の計 26 名で京都社

会福祉会館 2 階会議室が満員の大盛況でした。 

講義内容は前２回のパーキンソン病療法とも関係関連のある内容で、直線運動ではなく円運動が必

要だとか目先の関係筋肉だけではなくその裏にある関連筋肉へ

の刺激への考慮が大切であるという、鍼治療時の「遠くに誘導し

遠くから治療する」考えにもつながる、非常に内容のあるもので

した。 

筋電図を利用し、客観的に筋肉の動きを確認証明した講義で、鈴

木先生曰く「新しいリハビリテーション、直せるリハビリテーシ

ョンの構築」をするという今までにない方向性の講義でした。 

【学術部長 辻村猛】 

災害コーディネーター研修会が開催されました 
１月１５日（日）今季初めての大雪の中、京都府災害鍼

灸マッサージコーディネーター研修会が鍼灸師会、

NPO 鍼灸地域支援ネット、鍼灸マッサージ師会参加の

下、本会２階会議室において開催されました。 

１２月の研修は京都におけるマグニチュード 7 を想定

した地震災害を想定し、災害鍼灸マッサージボランティ

アを行うための予備知識、災害の発災初期・慢性期の対

応、災害想定俯瞰演習を行いましたが、今回は、「災害

時における鍼灸医療の初動について」をテーマに嶺聡一郎先生の講義と大型台風による「由良川、

福知山市の水害」を想定した演習を行いました。 

2 班それぞれに「情報収集」から「実働」にかけて何が必要か必要項目を発災から経過時間とニー

ズや資材を列記し、時系列に並び替えを行い実際に鍼灸マッサージ師が現地入りする手前までの手

順をディスカッションしました。「『正解』が無い。だから、智慧を集めて」と災害支援初動を研修

しました。 

 本会でも事前に準備しなければならない課題が明

らかになりました。もっと学習と準備が必要だと痛感

した研修でした。 

 今後の研修プランの説明と方向を提示され終了し

ました。大雪の中、お疲れ様でした。 

次回開催は、４月２３日（日）京都府の災害医療救護

体制や災害時連携等を予定しています。 

【 報告 事務局 】 



 

イベント参加者・協力者を募集しています！ 
 

 

京都市上京老人福祉センター「府市民健康教室」協力スタッフ募集 

日 時■2 月 9 日（木）13:30～16:30（13:30～14:00 の間にご集合ください） 

スケジュール■13:30～ 健康講話、14:00～16:30 無料施術 

会 場■京都市上京老人福祉センター 京都市上京区今小路通御前通東入西今小路 797 

 (北野天満宮前) TEL: 075-464-4889 

活動内容■無料マッサージ体験施術 （10 名募集） 

申込・問合■吉川富雄先生（洛中ブロック長）へ直接お申し込み下さい（連絡先は会報にてご確認下さい）。 

※交通費および活動費支給があります（当会基準による） 

※終了後、師会会館にて洛中ブロック総会を予定しています。 

（洛中ブロック総会のみの参加もお待ちしています） 

 

 

京都ツーデーウォーク施術ボランティア協力者募集 

日 時■3 月 5 日（日）13:00～16:30 

（雨天決行。イベントは 4 日も開催されますが、当会活動は 5 日のみです。） 

会 場■梅小路公園（京都市下京区勧喜寺町 56－3） 

会場の公園内に当会のテントブースを設け、施術します。 

活動内容■無料鍼灸・マッサージ体験施術 （７～８名募集） 

問 合■スポーツケア部北川忠史先生まで（連絡先は会報にてご確認下さい） 

申 込■2 月 1 日(水)～28 日(火)の期間に、お電話またはメールにて師

会事務局までお申込みください。その際以下をお知らせください。 

①氏名 ②所属ブロック ③日中連絡先  

（締切り前であっても募集人員に達し次第締め切らせていただきます） 

電話：075-803-6078 Mail：office@ksmk.jp  

※活動費支給があります（当会基準による） 

 

スポーツケア講習会 参加者を募集します 

前回のお知らせより会場・開催時間・申込み方法が変更になっていますのでご注意ください。また、

東洋療法研修試験財団認定講座の単位取得ができるよう申請を進めています。単位認定講座の詳細

は認定され次第師会ＨＰにてご案内いたします。 

日 時■3 月 12 日（日）13:30～16:30 

会 場■京都アクアアリーナ 1 階 会議室 京都市右京区西京極徳大寺団子田町 64 番地 

テ ー マ■鍼灸師に必要なジュニア期の知識と鍼灸治療の基礎 

子供は大人のミニュチア版ではないという観点から、スポーツ等指導者にとって

発育期の子供を指導する上で必要な身体の知識を学びます。 



 

講 師■吉田 行宏 先生（明治国際医療大学 鍼灸学部保健・老年学講座 助教） 

受 講 料■会員・学生 500 円 一般 1,000 円 

定 員■先着 50 名 

申 込■2 月 1 日(水)～28 日(火)の期間に、お電話またはメールにて師会事務局までお申込みく

ださい。その際以下をお知らせください。 

①氏名（ふりがな） ②年齢 ③所属（一般・学生・所属ブロック） ④日中連絡先  

（締切り前であっても募集人員に達し次第締め切らせていただきます） 

電話：075-803-6078 Mail：office@ksmk.jp 

 

府市民健康文化講演会のご案内 

1 月号案内にて受講料記載に誤りがありました。正しくは「参加費：無料」です。関係各位にはご

迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

受講ご希望の会員の方は、下記申し込み方法にてお申し込みください。 

一般市民の方も申込み丌要・無料でご参加いただけますので、会報同封のチラシをご利用いただき

患者様やお知り合いにご案内ください。 

テ ー マ■「はり・きゅう」でイキイキライフを 

ロコモティブシンドローム 予防と対策 ～あなたの足腰は大丈夫ですか？～ 

講 師■矢野 忠 先生（明治国際医療大学鍼灸学部鍼灸学科 特任教授） 

日 時■ 3 月 19 日（日）13：00～15：15 

会 場■京都社会福祉会館 3階第 5 会議室 京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 519 

参 加 費■無料 

申込・問合■京都府鍼灸マッサージ師会 事務局まで電話または Fax にてお名前、所属ブロック、

使用文字（墨字・点字・拡大）、日中連絡先をお知らせください。 

電話：075-803-6078 ・ FAX：075-821-2390 

*一般市民の方は申込み丌要・参加費無料です。 

*本講座受講により、東洋療法研修試験財団認定講座の「基礎医学３単位」が取得できます。 

*「平成 28 年度学術部事業研修等事前参加申込票」にてすでにお申込の方も、確認のためお電話で

出欠のご連絡をお願いします。 

 

同行援護研修(ガイド)講習会のご案内 

ノーマライゼーション委員会では、同行援護研修(ガイド)講習会を実施いたします。 

視覚障害者と健常者がともに歩む、本会ならではの講習会です。今回は京都府視覚障害者協会より

講師をお迎えし、会場内での同行援護研修を実地にて学習します。本研修を通じて視覚障害者への

理解を深めていただき、互いの立場を尊重しあう関係を構築し、より良い社会となる手助けにして

いただきたいと存じます。是非この機会に同行援護研修をご受講ください。 

日 時■3 月 19 日（日）15時 30 分頃～（府市民健康文化講演会終了後～約 1 時間程度） 

会 場■京都社会福祉会館 3階第 5 会議室 京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 519 

参加費・申込■ともに丌要 ※直接会場へお越しください。府市民健康文化講演会へご参加の方は、そ

のまま残ってご参加いただけます。 
 



 

師会の広告が京都新聞に掲載されています 
1 月 16 日付の京都新聞朝刉社会面に、京都府鍼灸マッサージ師会の

広告が掲載されました。 

今後も月に 1 回同紙朝刉に掲載されますので、お手に取っていただけ

る方はどうぞご覧ください。 

次回は 2月 14 日（火）掲載予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はり・きゅう・マッサージ施術費助成申込みが 

1 月 10 日からスタートしています 

申込期間 1 月 10 日(火)～2 月 28 日(火)まで（消印有効） 

「きょうと市民しんぶん」でも案内されている通り、京都市在住の高齢者(平成 29 年 4 月 1 日現

在で満 75 歳以上の方)を対象とした、健康の保持・増進に役立てていただくための施術費助成の申

込受付が始まっています。同封のチラシをご活用いただき、対象となる方に施術費補助券(1000円

分×4 枚)の申込をお勧めください。 

市民の皆様にはり・きゅう・マッサージの良さを実感し、親しんでいただくよい機会になることと

思いますので有効にご活用ください。 

詳細につきましては、チラシや京都市 HP にてご確認ください。           【事務局】 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000176226.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆洛東ブロック総会のご案内◆ 

【日 時】３月１２日(日) １０時～１２時 

【会 場】ラクトスポーツプラザ６F コミュニティールーム  

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町 91 ラクト B・6階 

※総会終了後、JR 山科駅東側「はたごや」にて懇親会を行います。(会費３千円) 

※詳細は会報同封の案内でご確認いただき、必ず出欠はがき 

（兼委任状）の投函をお願いします（3 月 6日月曜必着）。 

【お問合せ・申込】 

洛東ブロック長  足刈 辰雄 

洛東副ブロック長 西島登貴子（各連絡先は会報にてご確認下さい） 

 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000176226.html


 

 

今月の法制部報告 
 

１．無免許者対策 

京都新聞に無免許者対策啓発広告を掲載（毎月１回） 

２．京都市ホームページについて 

無届出による営業や無資格者による施術を防止し、市民が安心して施術が受けられるよう法令

に基づく開設届出等を行っている施術所の情報（施設名称、住所、電話番号、開設者、業種、

開設年月日）をホームページで公開。 

平成２９年１月から京都市情報館 医務衛生課ホームページ上にて施術所一覧が掲載。 

平成２９年４月からオープンデータポータルサイトにてオープンデータとして公開予定。 

＊オープンデータとは 

行政機関が保有する公共データのうち、営利目的かどうかを問わず、二次利用を認め、機械判

読に適したデータ形式で公開したデータのこと 

３．柔整問題について 

厚労省が柔整師の抜本的な規制強化を行うと公表 

内容 ①丌透明な保険請求が相次いだ柔整師について、丌正請求がある場合にはカルテの提示

を求める。 

②養成課程で職業倫理を学ばせる新しいカリキュラムを導入。 

＊また、同省は、保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れのけがのみ。単

なる肩こりや慢性腰痛などは保険適応外だが、捻挫などに偽装して保険請求するケースがある。

と記載している。 

【法制部 山﨑宣彦】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度免許保有証の 

申請スケジュールについて 
全鍼事務局より次年度(平成 29 年度)厚生労働大臣免許保有証申請に係るスケジュール

について、案内がありました。京都師会での申込み日程は、決まり次第会報等にてお知

らせしますので、申請を予定されている先生方は掲載情報にご注意ください。 

・京都師会受付期間：７月頃～８月頃 

（京都師会での受付日程はまだ決定しておりません） 

・全鍼取りまとめ後、東洋療法研修試験財団による手続き及び発行：１１月～１月末 

※京都師会へ申込み後、発行まで時間がかかりますのでご注意ください。 

※紛失などによる再発行も上記申込みスケジュールで受付いたします。 


