
 

会活動・ニュース news 
 

 

 

 

 

 

 

 ※ 申請書類の受付は保有証の新規発行、登録事項の書換え、紛失時の再交付いずれも年１回となって

います。 

 ・ 免許保有証で無免許・無資格と判別に活用・・・ 

   国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有しているこ

とを確認するための携帯用カードです。 

   手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサー 

ジ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない 

者による施術を受けた者からの健康被害相談が多いため、

 

平成３０年度免許保有証申請受付が始まります。 

「厚生労働大臣免許保有証」平成３０年度申請受付が７月１日よりスタート 

 ■ 申請は年１回です。保有証をお持ちでない先生方は、お早めに！ 

 ■ 保有証の書換え、紛失時の再交付についても申請が必要です。 

 

平成３０年度 第１回生涯教育講座開催 

６月１７日（日）本会２階 会議室にて 



  

 

施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・は

り・きゅう師の免許証を保有していることを証明するものです。 

（厚生労働大臣指定登録機関：（公財）東洋療法研修試験財団において発行） 

・ 保有証の新規発行、発行済みの保有証の登録事項の書換え、紛失時の再交付の申請を希望

される方は、事務所（電話 075-803-6078）まで申請書をご請求ください。 

  ・ 免許証の紛失、または登録事項（氏名、本籍地等）に変更がある場合・・・ 

   免許証の再交付、登録事項の変更手続きが必要です。免許証の再交付、登録事項変更手続きについ

ては（公財）東洋療法研修試験財団のホームページを参照下さい。    

     http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html   

 ・免許証の再交付、登録事項に変更のある場合は、保有証の申請前に必ず、免許証の再交付、変更手続

きを完了してください。 

 

     

 

 

この免許保有証の申請手続きは、本会以外のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の先生方も

本会から申請できます。 申請方法等の詳細は本会事務所へ 

第１回生涯教育講座終了報告 

昨年は大型台風接近の為に中止した「キネシオテーピング」を本年度に開催しました。 

平成３０年度教育講座開講式を開催し、教育講座の全講義を修了していただきたいと会長にご挨拶をして

頂き、講義がはじまりました。 

生涯教育講座内容 

講座１（医学教養２単位 臨床４単位） 

日 時 ６月１７日（日） １０：３０～１６：１０   

場 所 会館２階 会議室 

定 員 ３０名 

１．テーマ 「ピコリナ体験と鍼の製造過程 」  

講 師 セイリン株式会社 

    国内営業部 京都出張所 

 山本 悠介 先生他 

２．テーマ 「キネシオテーピング 」  

講 師  ピップ株式会社開発事業部本部マーケティング部マーケティング三課 

    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 先生                

参加人数 会員 １０名 一般 ５名 計１５名 

参加者感想 

キネシオテープの講習は２回目で、前回より講義も内容もゆっくり詳しく教えて頂き 

平成３０年度分スケジュール ７月 ～８月末     関係団体受付 

平成３１年１月下旬    財団での受付及び発行 

 



  

 

視覚障害の私でもテープの貼り方や巻き方が理解できて楽しく感じた講座でした。（会員：O.T） 

【学術部 田中光博】 

マッサージの巡回施術 山科区の特別養護老人ホーム  【洛東ブロック】 

6月１０日(日)14:00～16:00山科区の特別養護老人ホーム「東旺苑」にて、マッサージの施術を行いま

した。施設さんが、用意して下さったスペース(広間)に、ご自分で歩いて、もしくは、車イス等で来られ

る方々にマッサージ施術をする班と、歩行困難の方のお部屋で施術する班に別れて行いました。 

今回は、入所者様はもちろんですが、職員の方々のリフレッシュにも重視して行いました。 

職員の方々がリフレッシュする事により延いては入所者の方々の還元になると考えての事です。 

日曜日と言う事もあり、今回職員の方々の出勤が少

なく施術を受けられる方も少なくなり残念でしたが

マッサージを受けられた職員の方々には「楽になっ

た」「また頑張れる‼」等の感謝の声を掛けて頂きま

した。受療者３３名(内、職員様１１名) 

参加会員名《(敬称略)足刈・並木・川口・木村・松

田・大杉・大堀》ご参加下さった皆様、お疲れさま

でした。ありがとうございました。 

【洛東ブロック 大堀尚代】 

 

 

 

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４件 

  国家免許者による違法広告 ３件 

  無免許者による違法広告 １件 

（２）丹後保健所へ２件 

  無免許者による違法広告（※１） ２件 

２．協力要請文書の送付 

会員外のマッサージ師より、京都市内ホテルで無免許者によるマッサージ業務が行われている。と

情報提供がありました。 

情報提供のあった４軒のホテルへ、マッサージに従事している者に対して、あん摩マッサージ指圧

師免許の確認（免許保有証、又は免許証）。又は、京都市医務衛生課へ開設届（免許の有無）の確認

をお願いする文書を送付しました。 

【法制部長 山﨑宣彦】 



  

 

 

お知らせ・ご案内    information 
平成３０年度中央学術大会開催のお知らせ 

日   時  ９月 ２日（日）１０：３０～１６：４５ 

場   所  京都社会福祉会館４Ｆホール           

         京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519（二条城北側） 

申 し 込 先  京都府鍼灸マッサージ師会 

師会事務所  電話 ０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０ 

申込み締切  8月２６日（日）まで 

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」      

午前の部 公開講座（入場無料） 

受付時間  ９：３０～ 

開講式   １０：００～ 

講演１．   １０：３０～１２：００ 

テーマ「夢さえあれば壁は越えられる」     

～目は見えなくても夢は見れる～ 

人間には５つの感覚があるが、私は４つの感覚をうまく使い 

サポートしてくれる人がいれば大部分のことが出来る 

     講師 アトランタパラリンピック マラソン金メダリスト 

        早稲田鍼灸院 院長 

 柳川 春己 先生 

午後の部 教育講座 （有料） 

有資格者、大学生・専門学校学生対象の講演 

  学術講演 会員１０００円 学生５００円 非会員２０００円 

 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 

   閉講式   １６：１５～ 

東京オリンピック開催でスポーツに対して国民の関心度が強くなっています。 

スポーツ鍼灸・マッサージにお役立てして頂きたく思い講演内容を考えました。 

多くの先生方のご出席をお待ちしております。昼食が必要な方は申込み下さい。（弁当・お茶代１０００円）

※日程の都合で講師・テーマの変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。      【学術部】 

 

【お願い】「はり・きゅう・マッサージの日」企画 参加者募集 

■本部企画  

日 時：８月５日（日） 場所：本会 会館 

内 容：温灸教室 相談コーナー はり・マッサージ体験施術  

ご協力よろしくお願いいたします。 

協力参加できる方は本会まで連絡お願い致します。電話 ０７５－８０３－６０７８まで 

■北京都ブロック 

日 時：８月５日（日）１０：００～１６：００ 

場 所：綾部市綾中町花ノ木３０ 

    バザールタウン 綾部アスパ 

内容：無免許マッサージ啓発ビラ配布 鍼灸マッサージ無料体験施術 

問い合わせ先 

北京都ブロック伊関 

参加者申込み先 京都府鍼灸マッサージ師会事務所まで 

電話０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０ 

申込み締切 ７月３１日（火） 

平成30年度「認定訪問マッサージ師講習会開催」のご案内 

今年度も認定訪問マッサージ師講習会の募集がはじまっています。 

 この講習会は、関連７団体により「認定訪問マッサージ師制度」として創設されたもので日本の国家免

許を有するマッサージ師の資質向上と訪問マッサージに特化した専門的な知識技術をもったマッサージ師

の育成を目的とし、利用者及びそのご家族の方々のニーズに十分対応可能で信頼されるマッサージ師を目

指して開催されます。 

受講を希望される方は全鍼の開催案内を参照の上お早めにお申し込みください。 



  

 

《募集受付》：平成30年7月17日午前9時～同年8月17日午後5時(消印有効) 

 本制度は、基礎講習（２日間）と実技講習（２日間）合計３０単位の講習を受講したマッサージ師に「認

定証」が発行されます。（5年間有効） 

 今年度は１１月と３１年２月に開催予定となっています。 

《会場》東京医療福祉専門学校  住所：東京都中央区八丁堀1－11－11 

《応募方法》：メールまたは郵送のみ(事務局末尾に記載) ≪定員数≫80名 

応募方法の詳細は全日本鍼灸マッサージ師会ホームページをご覧ください。https://www.zensin.or.jp/ 

 

平成３０年度 スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会開催のお知らせ 

平成30年9月1日（土）～平成30年9月2日（日）横浜市技能文化会館においてスポーツ鍼灸マッ

サージ指導者育成講習会が開催されます。 

この講習会は日本体育協会公認アスレティックトレーナーの研修内容を参考に、鍼灸マッサージ師とし

ての特性を活かしたサポート内容を研修します。 

鍼灸マッサージ師がスポーツトレーナーとして、地域をはじめスポーツ選手の医科学サポートができる人

材を育成することなどを目的としています。 

申込締め切り：平成３０年７月３１日（火） 

開催要項及び申し込みについての詳細は全鍼ホームページでご確認ください。 

https://www.zensin.or.jp/12_jigyou/03_sport/index.html  

 

会 員 掲 示 板  

飛騨高山１００kmウルトラマラソン鍼マッサージケア参加報告 

10日（日）岐阜県師会 藤井 基広先生の募集に応じ

飛騨高山100kmマラソン鍼マッサージケアに参加

してきました。 

地元の渡辺先生、王乗坊（おうじょうぼう）先生はじ

め１１名の先生方がベッド８台にて合計１０４名の

方々に１３：３０〜１８：４０までケアしました。私

は特急の時間に合わせる関係上１８時にて失礼しまし

た。この71km、100kmマラソンは高低差が激しく

山３つ登るようなものです、と参加者の皆さんから伺

いました。それ故に下肢の状態も厳しい方が多く、マ

ラソン４０回以上された卸売市場の方や地元消防士の方でも相当な筋疲労でいらっしゃいました。お帰り

も車で名古屋まで帰られる方が多く、３時間の行程で筋強縮等トラブルに合わないようなケアとアドバイ

スを心掛けました。台湾からお越しの女性ランナーは偶然にも去年京都マラソンでケアさせて頂いた方で

した。ご本人も覚えていて下さり、楽しそうに話してらっしゃいました。日本各地で勉強しているとこん

な事もあるもんだな、と嬉しく思いました。岐阜県師会の藤井先生、渡辺先生、皆様お世話になりました。 

また来年も機会が合えば勉強させて下さい。   

            【洛中ブロック 吉舎定良】 

https://www.zensin.or.jp/
https://www.zensin.or.jp/12_jigyou/03_sport/index.html

