
   

 

 

 

 

 

                            

 

 

会活動・ニュース news 

平成３０年度中央学術大会終了報告 

９月２日（日）京都社会福祉会館において平成３０年度中央学術大会が開催された。 

この大会の冒頭、京都府知事及び京都市長より日頃の活動に対し感謝の意と府市民の更なる健康増進、健

康寿命延伸への期待と祝辞を賜った。（出席はご名代）大会は二部構成で内容は下記の通り午前は一般公開

講座、午後は教育講座が行われた。 

日  時  ９月２日（日）１０：３０～１６：４５ 

場  所    京都福祉会館４Ｆホール   

参 加 者    会員 ２２名  学生 ３名  一般１２名  計３７名 

メインテーマ 「現代社会における鍼灸マッサージ師の役割」      

 

平成３０年度中央学術大会 京都社会福祉会館 ４Fホールにて 



   

 

  

 

午前の部 公開講座（入場無料） 

講演１． １０：３０～１２：００ 

テーマ「夢への挑戦」     

～目は見えなくても夢は見れる～ 

     講師 アトランタパラリンピック マラソン金メダリスト  柳川 春己 氏  

午後の部 教育講座 （有料） 

 講演２． １３：００～１４：３０ 

「牽引性運動法の理論と実技」 

     講師  松浦鍼灸大学堂 院長 

元サントリー男子バレーボールチーム専属トレーナー 松浦 英世 先生 
 講演３． １４：４５～１６：１５ 

「スポーツ障害に対する鍼灸治療」 

     講師  明治国際医療大学 教授 博士（鍼灸学）  井上 基浩 先生 

 

１．会員感想 

・公開講座で元気を頂きました。 

・視力０の人がいろんな仕事に挑戦し、成果をあげてお

られるのに驚いた。誰でも出来るという訳にはいかな

いでしょう。 

・松浦先生のような実技込みの話は非常に参考になった。 

・関節の変形性の場合でもマッサージのみだけでなく運

動法（牽引）の大切さを再確認しました。 

・牽引性運動療法、自分に不足していた部分、大いに参

考になりました。 

・わかりやすいが学生向けのようにかんじます。 

・すぐに治療院に生かせる内容でとてもよかったです。 

・なぜ、鍼が効くのか、整形外科での治療の意味など聞けて、患者さんに説明できるヒントがもらえてよ

かったです。 

・すごく勉強になりました。実技はとても実戦的ですぐ

練習して使っていきたいと思います。 

・貴重な講座を有難うございました。明日からの治療に

活かしていきたいと思います。 



   

 

  

 

・井上先生の話は経穴名が殆ど出ず、早口で充分理解出来なかった。 

・陰部Ｎの刺鍼がよくわかりました。 

２．一般感想 

・柳川春己氏の意欲ある活動に感謝しました。 

・視覚障害があってもトライアスロンや球技も出

来ることにおどろきました。 

・牽引運動法は以前仏眼で教わったように記憶し

ていますが臨床経験をして、今回よく理解でき

ました。 

・井上先生の講演、理解しやすかったです。 

・鍼だけでなく指圧でも使える内容でした。 

アンケート、ご協力ありがとうございました。 

貴重なご意見を賜りました。 

真摯に受け止め次年度の参考にさせていただきます。 

【学術部 田中光博】 

受領委任取扱いの申出の手続きはお済みでしょうか   

受領委任制度に参加を希望する施術所（施術者）は、行政（地方厚生（支） 局及び都道府県）と契約を

締結する必要があり、手続きをしない場合には受領委任制度を取り扱う保険者への支給申請が出来なくな

ります。平成３１年１月１日から取扱いを希望する場合の申出の締切は１０月３１日となっています。書

類の提出はお早目にお済ませください。 

申出に必要な書類は近畿厚生局京都支部のＨＰからダウンロードするか、既に師会より送付済みの申請

書類をご利用ください。ご質問等は事務所までご連絡いただくか、近畿厚生局京都事務所（電話 

075-256-8681）までお問合わせください。                     【保険部】 

 女性会員の集い アビヤント(仮) スタート 

８月２６日（日）１３：００ ～  伏見稲荷 康子治療

院にて女性会員の集いを開催しました。 

それぞれの治療への取り組みとその質問、無免許に対す

る協議、京都府鍼灸マッサージ師会への要望等々。 

業界で活躍されている会員、また他の職種でも活躍され

ている会員との交流は時をたつのを忘れ貴重な充実した

時間でした。 

当日参加していただけた会員は、洛北ブロック新谷先

生・高島先生、洛東ブロック松田先生、洛中ブロック石

井先生、洛南ブロック内山と朝田会長、辻村理事、戸中理事でした。 

各位、ご多忙の中、参加ありがとうございました。次回の開催を楽しみにしています。開催日程が決まり

ましたら、ご連絡申し上げます。 



   

 

  

 

なお、高島先生は今年４月から保育士として勤務しているため、どなたか治療院を使用していただける方

を募集しているとのことです。また、女性会員の集いの名称を募集しています、アビヤントとはフランス

語で「またそのうちに」という意味で再会を約束する日常会話です。他に適当な名称を募集しています。                                     

【理事 内山康子】 

 

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７件 

  国家免許者による違法広告 ５件 

  無免許者による違法広告 ２件 

（２）奈良市保健所へ１件 

  無免許者による違法広告 １件 

 

２．週刊文春８月３０日号に「マッサージはこんなにあぶない」といった題目で、４ページに渡り掲載さ

れました。 

掲載内容は、マッサージや整体等の手技による健康被害が年々増えていることを問題とし、その原因

は、何の知識も経験もない無資格者が増加していること、また、頚椎のスラスト法は危険として厚労省

は注意喚起を行っているが、今も行われていること等が挙げられていた。また、柔整師による違法マッ

サージが増えていることも問題としている。 

全国誌による記載は、この現状を多くの国民が知ることになるため、今後もこのように取り上げられ

ることを望みます。 

 

３．６月１３日、京都市医務衛生課との無免許者対策協議で、京都府、京都市のホテル旅館組合に、マッ

サージ業務を行う者に対して、厚労大臣保有証（又は免許証）の確認を行う旨を通知していただくよ

う要望しました。 

その内容文書が９月１１日付けで、京都市から京都府旅館ホテル生活衛生同業組合へ通知され、 

その後、同組合に加盟するホテル、旅館へ送付されています。 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

 

お知らせ・ご案内    information 
第2回生涯教育講座開催のお知らせ                

京都北部の会員様の要望により、今回は福知山市ではじめて開催することになりました。 



   

 

  

 

是非とも多くの参加を賜りますようご案内申し上げます。 

 

講座２（臨床４単位） 

日  時 10月28日（日） １３：００～１６：１０   

場  所  交流プラザふくちやま 4階1会議室 （福知山駅北側出口を出て徒歩1分） 

福知山市駅前町400番地  

定  員 ３０名 

テ ー マ 「鍼・マッサージ手技療法」  

  講  師 京都府鍼灸マッサージ師会 

                鍼担当      玲子鍼灸マッサージ院        中村玲子 先生    

マッサージ担当  マッサージ・指圧京都洛東悠々館   戸中照之 先生 

              

  参 加 費  会員 500円 一般1000円 学生 500円 

 

申 込 先 本会事務所 

住所・氏名・所属・懇親会出欠をお知らせ下さい。 

電 話 ０７５-８０３-６０７８   

申込み締切 １０月２５日（木） 

日程・演題は、講師の都合で変更する場合がございます。ご了承ください。 

 

終了後、懇親会を企画しています。 

１６：３０より 肉匠坂井（焼肉食べ飲み放題120分）懇親会会費4000円 

 

アクセス電車（ＪＲ） 
   

京都発  普通 ９：５８ 特急 １０：２５ 特急 １１：２５ 

二条発    １０：０２     １０：３０     １１：３０ 

福知山着    １２：０４      １１：４４     １２：４０ 

平成３０年度第３回生涯教育講座のご案内              

学術部では、平成３０年度第３回生涯教育講座を下記のとおり開催しますので 

会員皆様には万障お繰り合わせの上、ぜひご出席いただきますようお願い申し上げます。 

 



   

 

  

 

日  時   11月25日(日)  講座１  ９：００～１２：１０ 

                      講座２  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 

定  員  各講座３０名 

受 講 料  午前・午後（２部制）各講座  

会員・学生５００円 一般１，０００円 

 

１． 講座１ 

テーマ「アスリートのコンディショニング」 

講 師 明治国際医療大学 助教   吉田 行宏 先生 

   

２． 講座２ 

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（膝・肩・腰・その他） 

５．実技（時間があれば、他の部位も） 

   ※テープを張ります。膝や肩が出せる服装の準備をお願いします。 

   ※スポンサーのご厚意でテープ代金は無料です。 

 

参加申し込み先 

本会事務所に住所・氏名・所属をお知らせ下さい。 

電 話 ０７５-８０３-６０７８  ＦＡＸ ０７５-８２１-２３９０ 

 



   

 

  

 

締め切り １１月２２日（木） 

日程・演題は、講師の都合で変更する場合がございます。ご了承ください。 

 

 

会員掲示板  

へそ曲がり 

今年は、猛暑と言われ連日、熱中症「クーラー、クーラー」と馬鹿の一つ覚えのようにテレビで連呼さ

れた夏も終わった。本当にクーラー無しでは過ごせないのだろうか？ 

 私の場合クーラーの無い生活を始めて１０年以上になる。今でも治療室にはエアコンはあるが暖房のた

めにしか使っていない。以前に使っていた時、夜になると足に違和感を覚えたのでやめた。 

 水にしても脱水症状を起こすから飲め飲めと。喉が乾けば勝手に飲むものを。 

テレビ局は余程ヒマなのか。 

 京都の湧水の出る井戸で生活を送った人は経験済みでしょうが水の温度は

一定なのに夏は冷たく、冬は暖かく感じることを。 

 小１から中３まで（生徒数７００人ほど）の９年間を瀬戸内海の小島で過

ごしたが、校庭で倒れた人（癇癪の病を持っていた）は一人しか知らない。 

 中学の夏休み一日中、日陰の無い小舟に乗るアルバイトをした。 

 最初は火傷で痛くて風呂へも入れぬがすぐ慣れる。皮膚のターンオーバー（新陳代謝）は２８日。２８

日たてば表皮は全くあたらしいものに変わっている。人間が持つ潜在能力とは素晴らしいもの。厚化粧で

皮膚呼吸を疎外せぬように・・・ 

 身体の声を聞き、それに従っていれば事故も起こらぬはずだが昔人間に比べ感覚が鈍くなって来ている

のだろうか。 

 勤め人にはできないだろうが、我が家は、職住一体で２４時間、水のシャワーは浴びられる、水風呂も。

相棒も来年は光輝（誤記として後期とも書く）高齢者。今夏の暑さに参ったのか、「自分の部屋にクーラー

入れようか・・・」と。「どうぞご自由に」と言っといた。 

 まだ、やりたいこともあり、死にそうにもないし、死にたくもない。 

 文明の恩恵を十分に受けているのは否定しないが、「自然が一番」の考え方は持つ。自分の部屋にクー

ラーを付けるのが先か、寿命が先か？ちょっと遊んでみるのも楽しいかも。 

 

※９月２日の「中央学術大会」朝から夕方までクーラーの部屋に居て小水も近くなり困った。これからは

クーラーの在る所、酒の出るところへは行かないようにしょう？？？ 

【洛東ブロック 久保三徳】 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のホームページは一般の方向けに構成しております。 

会員の方は、前ホームぺージでご登録いただいたパスワードは無効となっております。 

改めてご登録いただき、会より発行いたします新たなパスワードにて会員ページ内をご覧いただけます。

会主催の催しの情報・お申込み・保険などの改正関連の情報・イベントでの写真掲載等も盛り込んでお

ります。また、近くの治療院のページが見やすくなりました！未だご掲載されていない方は是非ご連絡

ください！ 

（広報部 IT委員会） 

 

 

【表示例】 

新しいトップページ 


