
 

 

  

 

 

 

 ９月２４日（日）、２５日リーガロイヤルホテル京都において第 16 回東洋療法推進大会 in 京都

大会テーマ「先端医療と伝統医療の融合～未来への期待」として開催されました。この大会には全

国から延べ約１２００名を越える

業友の参加があり、保険推進、無資

格対策、地域健康づくり、スポーツ

事業、災害対策の他、鍼治療、運動

療法、関節運動学的アプローチなど

様々な分野の臨床発表がありまし

た。       

一般公演では一般市民も参加し

理化学研究所の中泊聡先生による

「iPS 細胞による網膜再生とロービ

ジョンケア」について、iPS 細胞は

簡単に人体に移植できる細胞では
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歓迎の舞 

なく様々な検証を重ね厳選された細胞で処置をすると大変なプロセスがあると説明。完全ではない

が光を取り戻すこと、残された機能と目標を定めたロービジョンケアの６つの手法等視覚障害者の

生活をも考える眼科医の集団が活動しているとの報告もありました。 

分科会は、２４日、スポーツ事業、「２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて」、AcuPOPJ

「国民のための鍼灸医療推進機構」、保険局「受領委任払い制度導入後の対応」と「あはき療養費の

中長期展望を考える」シンポジウムが行われ

ました。後半は京都発の分科会「京都府師会

から全国へ」と計画、スポーツケア、無資格

対策、災害対策の活動報告を本会４名の先生

方より行われました。 

２５日は、学術委員会、無資格対策委員会、

地域健康づくり委員会、視覚障害委員会の分科会があ

り２名の本会会員からの臨床発表もありました。 

 今大会では、京都府鍼灸マッサージ師会の創立６５

周年記念式典が同時開催され永年会員功労者として

２３名の先生方が表彰されました。 

 

懇親会では、京都祇園の舞妓さんと芸子

さんによる歓迎の舞とジャズバンドによ

るおもてなし。会場いっぱいの会話と熱

気にあふれる交流で大変盛り上がりまし

た。 

 

 

 

会員の皆様、大会へのご協力心より御礼申し上

げます。また、今回は、京都仏眼鍼灸理療専門

学校の学生さんの参加とガイドへのご協力賜

り全国の先生方から感謝の声が届いておりま

す。ご苦労様でした。そして、ありがとうござ

いました。【 京都現地実行委員 】 

 

アトラクションジャズバンド 

創立６５周年記念式典 
集合写真 



活動報告  四条河原町での啓発活動 はりきゅうマッサージの日 

8 月 6 日、日曜日 10：00～12：00 頃迄、河原町高島屋前にて、

チラシ、うちわ、ウェットティッシュ等を 6 名の先生方と配布致し

ました。 

毎年 8 月 9日前後は暑さもピークを迎える時期ですし、去年は熱中

症になられた先生もおられたと言うことで、今回は一番暑くなる午

後を避け午前中に配布する事にしました。 

未だにマッサージ等に国家免許が要る事を知らない人が多いのに驚

きました。 

配布していて気づいた事ですが、通行人のなかに外国の方が多く見

受けられました。今後は、チラシも英語バージョンが必要かと感じ

ました。           

【 洛東ブロック    大堀  尚代 】 

体育館フェスタ 
 

鍼灸マッサージルームにて鍼灸マッサージ体験施術 

爽やかな秋晴れの 9/9(土曜)、北区の島津アリーナ京都（京都府体育館）において開催されま

した 2017 体育館フェスタに参加してまいりました。 

バドミントン、卓球、トランポリン、バレーボールにバスケットボール、体力測定等が無料で参

加出来るということで多くの家族連れが朝から列を作って待っておられました。また、スポーツの

みならず文化事業として将棋や

フラワーアレンジメント教室も

開かれていました。 

スポーツケア部は鍼灸マッサ

ージルームにおいて 9：30～

13：00 まで無料鍼灸マッサー

ジ体験を、14：00 から洛北ブ

ロックの行事としてロコモテス

トを行いました。 

スポーツされる方はもちろん、

付き添いのご家族が日頃の疲れ

を取りに来られるなど合計 62 名に施術させていただきました。 

短時間ですので希望部位しか出来ませんが効果が実感できると、実は・・・と、持病の事や日頃

の体調不良の事もご相談されます。歳のせい、仕方ない・・・と言われることでももう少し楽にな

りたいと思うのが心情、信用してご相談いただくことは大変有難く思い、出来る限りのアドバイス

はさせていただきました。 

北区、右京区からのご利用者さんも多いので、是非地元の先生方の参加が望ましいと思います。 

 

【 洛東ブロック 戸中照之 】 



 

２０１７丹後ウルトラマラソン中止となる 

 

9 月 17 日、第 17 回 2017 歴史街道丹後 100ｋｍウルトラマラソンは、非常に強い台風 18

号の接近に伴い開催が中止になりました。 

北京都ブロック参加者 ８名 

師会会員参加者    ７名 

他府県参加者     １名 

前回以上に多い１６名参加者でボランティアを開催する予定でしたが残念ですが強い台風接近の

為、中止になりました。 

事前準備や参加応募していただいた先生、ありがとうございました。 

来年も参加をよろしくお願いします。 

 

【北京都ブロック 田中光博 伊関修造】 

 

大津市鍼灸マッサージ施術費助成廃止 

    平成３０年３月３１日で終了 

７月１３日大津市ホームページに平成３０年３月３１日をもって「はり・きゅう・マッサージ施

術費助成」終了の掲載がありました。このことは「鍼灸柔整新聞」にも掲載されご存知の方もおら

れると思いますが、この制度は、昭和４９年から、高齢者の健康増進とともに施術者の経済的支援

を目的として実施され、自己負担なしに月２回の施術を受けることができ請求や支払いの事務が円

滑に進められる大津方式として運用をされてきました。しかし、平成１４年１０月から対象年齢が

６５歳から７０歳に引き上げられ、一昨年平成２７年４月より利用回数が月 1 回に縮小されました。

そして、この度、平成２９年度をもって当該事業を終了することが決定しました。 

大津市は、財政状況や平成２４年度事務事業評価及び補助金制度の適正化方針に基づき、事業を

検討、利用状況を勘案した結果、利用が少ないなど市民ニーズと社会情勢に見合った事業内容とな

るよう検討した。主要事業および事務事業評価の協議の結果、当該事業を終了することとなりまし

たと説明。 

 京都府内でも今後、行政単位の鍼灸マッサージ施術費助成制度の運用に事務事業評価が行われ利

用件数などで市民ニーズを把握するとしています。この評価によって次年度予算や今後の取り扱い

が検討されます。 

 私たちは、この鍼灸マッサージ施術費助成制度を正しく理解し運用すること、府市民の健康づく

り支援の一環として高齢者の健康維持、増進に寄与する立場で市民に周知と活用を推進していかな

ければ大変なことになりかねません。県外で起こったことを対岸の火事と捉えることなく明日は我

が身と厳しい情勢であることを認識しましょう。    

         【 保険部 江田元一 】 

 

 



 

法 制 だ よ り    今月の報告 

 

１．相談ダイヤル 

鍼灸師の先生（会員外）から、以下について問い合わせ、及び意見があった。 

 

① 自宅のポストに無免許者のチラシがあったが、貴会では、無免許者対策を行っていないのか。 

  本会：当会の無免許者対策活動を説明したところ、熱心な活動に恐縮されていました。 

 

② 以前、カイロ団体は、当時の総理大臣がカイロ施術の愛好者だったことで、協力を求め、厚労 

省に国家資格として認めるように働きかけていたと聞いている。結局は認めなかったが、カイ 

ロ施術は危険な行為と位置づけている医師は多いため、無免許者が行うこの行為をやめさすよ 

う医師会に協力を求めるべきではないか。 

 

  本会：元総理がカイロ団体と関係があったことは存じている。カイロを国家資格として認める 

方向で働きかけたというのは不明だが、経産省の職業分類に含まれたことやリラクゼー

ション産業を認めることになったのは、当時の総理、又、国会議員による何らかの働き

かけがあったのかもしれません。国民生活センターは、２４年と２７年に、医業類似行

為による健康被害調査を行っている。 

２４年度は国家資格者もその対象であったが、２７年度は無免許者を対象としていて、 

無免許者による施術の危険性を問題視していることがうかがえる。その中でもかイロに 

よる健康被害は多く、現状では認めることはないと思われるが、今後、どうなるかはわ 

からないため、対策は必要です。 

先生のおっしゃる通り、この業界が医師会とのパイプを持つことは、無免許問題だけ    

     でなく、保険問題についても必要なことだと思うので、本会、また、全鍼の方にも意見 

していきたいと思います。その他、意見交換を行い、情報提供、又、京都市内の無免許

者情報、無免許者広告の提供をお願いしました。 

２．無免許者対策協議 

  場所 山﨑治療室  出席者 森、山﨑 

全鍼法制局の森理事から、全鍼の無免許対策の方向性の報告を受け、本会の今後の取り組みを

協議した。 



 

お 知 ら せ 
 

 

第２回生涯教育講座受講料変更のご案内 
※午後の部、キネシオテープ購入代金１０００円と受講料が必要となりました。 

スポーツケア部講座（臨床８単位） 

日 時 １０月 ２２日（日） ９：００～１６：１０ 

場 所  当会２階 

定 員  ３０名 

１． テーマ 「スポーツ障害とお灸療法」 

講 師  明治国際医療大学 保険・老年鍼灸学 助教 吉田 行宏 氏 

２．  テーマ 「キネシオテーピング 」  

講 師  ピップテーピングマスター スポーツケアチーフアドバイザー 

横部  弘 氏                

  定 員   ３０名 

応募締切  １０月１９日（木） 

受講料   会員・学生 各５００円  一般 各１０００円 

応募方法  受講希望者の方は本会事務局まで電話またはＦＡＸにて 

      所属ブロック、氏名、使用文字を知らせて下さい。 

電 話   ０７５―８０３―６０７８ 

ＦＡＸ   ０７５―８２１―２３９０ 

 

第３回生涯教育講座開催のご案内 
 

平成２９年度第３回生涯教育講座を下記の通り開催しますので、会員の皆様には万障お繰

り合わせの上、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。 

スポーツケア講座（基礎医学４単位 臨床４単位） 

日 時 １１月１２日（日）  ９：００～１６：１０   

場 所 京都市北区紫野花ノ坊町１番地 

京都府立盲学校 理療室 

午前の部 テーマ 「陸上長距離・マラソンスポーツ障害理論 」  

午後の部 テーマ 「陸上長距離・マラソンを中心としたスポーツマッサージ実技」 

  講 師  メディカル＆スポーツマッサージ洛楽治療院  

       京都アスレチックマッサージ研究所 

院長 高岡 雅弘 氏 

  定 員  ３０名 

  応募締め切り １１月９日（木）               



  受講料  会員・学生 各５００円  一般 各１０００円 

応募方法 受講希望の方は本会事務局まで電話または FAX にて 

     所属ブロック、氏名、使用文字を知らせて下さい。 

電 話  ０７５―８０３―６０７８ 

FAX   ０７５―８２１―２３９０ 

  ※参加者用の下駄箱が有りません靴袋を持参して下さい。 

 

手技交流会＆スポーツマッサージ セミナーのご案内 
本会会員先生との手技交流会とスポーツマッサージセミナーを今回は仏眼鍼灸理療専門学校で行

います。専門学校の生徒や地域の高校等へも呼び掛けており興味のある学生も参加の予定です。学

校や学生への鍼灸マッサージの正しい理解とスポーツにおける身体のコンディションづくりの普及

も目指していますので、是非ご参加いただきますようご案内いたします。 

開催日時 ： 平成２９年１１月５日(日) １０：００～１６：００ 

タイムテーブル：  

★ １０：００～１１：３０  

「手技交流会」 

    １１：３０～１３：００  昼食（各自持参） 

  ★ １３：００～１３：４５ 

「あん摩・マッサージ・指圧・柔道整復についての違いについて」 

  講師 川口隼子 先生 

★ １４：００～１６：００ 

「スポーツマッサージ理論・実技」 

      講師  関西医療大学客員教授・仏眼鍼灸理療専門学校非常勤講師 

関西運動器障害研究会（ＫＡＴＡ）名誉会長 

松浦鍼灸大学堂院長 松浦英世 先生  

場  所 ： 仏眼鍼灸理療専門学校 

応募締切 ： １０月２７日（金） 

参加費用 ： 無料 

お願い  ： 各自「上履き」の準備をお願い致します。 

申 込 み ： メール（ｏｆｆｉｃｅ＠ｋｓｍｋ．ｊｐ）または、同封の申込用紙にて 

ＦＡＸ（０７５－８２１－２３９０）までお申し込み下さい。 

 

 

 

イベント参加者・協力者募集 
 

 



京都マラソン 2018 サポート・スタッフ募集 
２０１８．２．１８（日）  １０：３０～１７：００ 

会場  京都市勧業館みやこめっせ 

マラソン終了後に鍼とマッサージの無料体験コーナーを設置してランナーの疲労回復のため 

の施術を行います。鍼は毫鍼を使用する予定です。 

活動時間等は変更になる場合があります。 

 

申込は専用用紙ＦＡＸで受付 

別紙専用申込用紙に必要事項をすべて記入する。 

損害賠償保険加入証の写しを添付する。 

会館事務所へ送信 

確認のため会館事務所へ電話連絡する。 

申込受付期間 

１０月２日（月）９：００～１０月３１日（火）１７：００ 

 

■ 洛中ブロック 
健康講座＆施術体験 健康講座マッサージ体験施術スタッフ 

洛中ブロック健康講座 １０月１２日（木）１３時受付開始、 

健康講話 １３時３０分から 

講師： 中井 尚先生 

主題： 身体と向き合う関節ストレッチ 

副題： しなやかな身体をつくる 

解説： 関節の可動域が広がり、伸びやかな身体を感じることができます。 

１４時１５分からマッサージ鍼ケア 

１６時３０分終了予定 

１６時３０分終了予定後 

１７時から師会会館にて「懇親会」を予定しています。是非ご参加ください。 

                           

【 洛中ブロック 吉舎定良 】 

 

■ 洛北ブロック 
１）10 月 28 日(土)  13:00〜15:30 

府市民健康講座 左京老人福祉センター 

恒例の健康講座と鍼灸マッサージ無料体験を行います。協力できる方を募集しています。 

協力者募集人員 15 名 

 ２）11 月 3日(金、祝) 

京都市国際交流会館 

お灸教室（ヨモギの葉から自家製艾を作り生姜灸の体験） 

１０：００～１１：００ 



１４：００～１５：００ 

募集人員 数名 

協力者の申し込みは 

office@ksmk.jp にメールでお申し込みください。 

件名 洛北ブロック 

本文： 氏名、参加日時、時間 

■ 洛西ブロック 

  ～講習会のご案内～ 

会員の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いたします。 

日時：平成２９年１０月２１日（土）１８：３０～１９：３０ 

場所：京都市西京区山田四ノ坪町１２－２ 

     (株)ティーダ二階 

テーマ 

｢脳血管障害の患者さんに対する理学療法によるアプローチと 

理学療法士が考えるあマ指師の役割｣ 

講師：山内悠太郎先生(京都南西病院 理学療法士) 

定員：２０名 

なお、講習会の後、質疑応答を兼ねて懇親会を考えております。 

懇親会会場等の詳細は出席の連絡をいただいた先生に後日連絡させていただきます。 

■ 洛東ブロック 
老人ホーム巡回施術の参加協力者の募集 

10 月 15 日（日）１４：００～１６：００ 

（東山区本町）擁護老人ホーム洛東園にて巡回施術を致します。 

皆様のご参加お待ち致しております。 

ふれあい山科区民まつり参加協力者の募集 

洛東ブロックでは、「ふれあい山科区民まつり」の参加協力者を募ります。 

内容：マッサージ体験コーナー及び鍼灸マッサージ相談コーナー 

日時：１１月２３日(木曜、祝日) 

１０：００～１５：００ 

場所：山科中央公園(山科中央郵便局、向かい側) 

シフト：全日・午前のみ・午後のみ(都合の良い時間帯をお知らせ下さい) 

その他:交通費・手当・昼食有り 

宜しくお願い致します。                

  【洛東ブロック 大堀尚代】 

mailto:office@ksmk.jpにメールでお申し込みください

