
 

 

会活動・ニュース news 

平成３１年度（令和元年）定時総会報告 
 

5 月 19 日(日)京都テルサにて平成 31

年度（令和元年）公益社団法人京都府鍼灸

マッサージ師会の定時総会が開催されまし

た。全会員数３１５名中 出席者 33 名 

委任状 159 名 合計１９２名が参加の下、

朝田会長による冒頭挨拶から始まり、足

刈・松田正副議長による議事が進行され審

議事項は全て承認されました。 

今回、フロアーからは放送番組における

違法報道、老健施設内による違法請求、ホ

テル旅館等における違法就労等の問題が提

起され、澤田顧問弁護士も交え協議が進行

しました。 

平成 31年（令和元年）度 定時総会開催 

５月１９日（日）京都テルサにて 

 



  

その他、京都マラソンでの施術時間の統一とガイドヘルパーの同行、全会員への広報文書の配布と会報への

質問コーナーの設置、総会出欠の返信について等々、改善点と協議の継続を要請されました。 

今後、理事会では早急に将来検討委員会を設置し、会員と師会の発展の為に取り組むことを提言し、協議は

終了しました。 

 役員選挙投票結果については、辻川選管委員長から報告を受け全員承認されました。 

新理事に、中井 尚先生と吉舎 定良先生が選出されました。 

 

議事終了後 

平成３１年度 新入会者５名の紹介が行われ、

洛西ブロックの山本 昌嗣先生に代表のご挨拶

を頂きました。 

その後、平成３１年度生涯教育研修修了者が紹

介され、最後に、喜寿をお迎えになられます木

村 公一、増井 洋元、西澤 稔、岡 寛、眞野 吉

仁、文堂 直治、土橋 勲の各先生方に会長より

永年の功績を称え、木村 公一先生が代表で喜寿

祝記とお祝い金を授受され、先生には、ご挨拶

を頂きました。 

 

【広報部長 田口幸三郎】 

新任理事挨拶 

このたび皆様に信任頂き理事に就任しました。 

吉舎 定良（きさ やすよし）です。学術部、組織部、広報部に所属します。皆様のために二年間一生懸命頑

張る所存です。宜しくお願い申し上げます。 

【理事 吉舎定良】 

 

この度、理事に就任致しました中井尚と申します。 

平成31年度定時総会に出席して、改めて会長ならびに役員の方々の熱意に感銘しました。 

監事の岡本尚男さんがボランティアの本質について話されました。 

熱い心でやることの意義。 

この本会の使命とは何か？ 

まだ、自分の中では一つも答えがありません。これからの活動を通じて、自分なりの答えを見つけて行きた

いと思います。よろしくお願いします。 

担当は IT委員会、広報部、スポーツケア部、互助厚生部です。 

【理事 中井尚】 

 



  

＜総会終了後の臨時理事会に於いて決定された新役員体制は以下の通り＞

 

■ブロック長について 

新しいブロック長が選任されました。皆様ご協力のほどよろしくお願い致します。 

●洛東ブロック  大杉芳正 先生   

平成３０年度生涯教育修了者名簿 

公財法人東洋療法研修財団による生涯教育の平成３０年度修了者一覧です。 

以下は（公財）東洋療法研修財団による生涯教育研修課程（医学教養 基礎医学 臨床）を修了した先生で

す。 

 

役職 氏　名 ブロック 担当

会長（代表理事） 朝田　聖二 洛中

山内　敏司 洛中 財務部長兼任・事務局・総務

森　幸太郎 洛西 保険部長兼任・事務局

戸中　照之 洛東 事務局長、総務部長兼任・広報・財務・ｽﾎﾟｰﾂｹｱ

事務局長

総務部長

財務部長 山内　敏司 洛中 財務・事務局・総務

学術部長 江田　元一 洛北 学術・事務局・保険・広報

組織部長 内山　康子 洛南 組織・学術・保険

保険部長 森　幸太郎 洛西 保険・事務局・法制

法制部長 山崎　宣彦 北京都 法制・組織

広報部長 洛中

互助厚生部長 洛中

スポーツケア部長 北川　忠史 洛北 ｽﾎﾟｰﾂｹｱ・学術

辻村　猛 南京都 事務局・総務・財務・学術

中井　尚 洛中 広報・ｽﾎﾟｰﾂｹｱ・互助厚生

吉舎　定良 洛中 学術・組織・広報

川口　隼子 洛東

岡本　尚男 外部

副会長

理
事

監
事

業
務
執
行
理
事

戸中　照之 洛東

田口　幸三郎

事務局・総務・広報・財務・ｽﾎﾟｰﾂｹｱ

広報・互助厚生・事務局・総務・学術

氏名　　　 　治療院又は勤め先　　 　電話番号　 住所

朝田聖二 京都エミナース竹の郷マッサージ室 075‐312‐9603 京都市西京区大原野東境谷町2‐4

大槻拓生 たなかスポーツ鍼灸整骨院 0773‐27‐8595 福知山市石原2丁目304

吉舎定良 デイウォーカー 090‐4491‐1962
京都市下京区善長寺町139AMI四条烏丸
403号

加藤秀次 京都府立盲学校

田中光博 たなかスポーツ鍼灸整骨院 0773‐27‐8595 福知山市石原２丁目304

山内敏司 やまうち治療院 075‐241‐3823 京都市中京区空也町495‐1‐201

吉田直樹 しんきゅうしあつ館ヨシダ 0772‐68‐1470 京丹後市大宮町大野181‐6



  

保険相談コーナー設置して対応 

 京都府師会総会開始前、約１時間保険相談コーナーを設置し受領委任制度導入に伴う相談活動を制度と手

続き、支給申請書の記入法とコーナーを分けて対応しました。殆どが新用紙、統一用紙への記入方法の相談

が多く一つの統一用紙を使って様々な保険者への請求がわかりにくいようでした。特に支給申請書の「１社

国、２公費、３後高、４退職」「２本外、４三外、６家外、８高外９、０高外８」欄（Q＆A問104～106

に記載）の記入方法、障害等の一部負担金や請求額の記入の質問。また、保険者によって旧用紙のままのと

ころや受領委任に伴い国の指定する総括票の書き方が混在して戸惑ってられるようでした。 

今後は更に、受領委任制度導入とともに施術者、特に管理施術者への指導監督も行われ従業員も管理施術

者の責任の下、施術や療養費申請に携わることとなります。従業員の先生方への通知通達等の情報の提供と

周知の徹底が重要となります。 

 

【保険部 江田元一 】 

近連「近畿鍼灸マッサージ師会連盟」活動報告 

 

４月２８日（日） 大阪天王寺都ホテルにて近連の理事会及び大会が開催されました。 

近連とは全日本鍼灸マッサージ師会に所属する近畿（滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・全和歌山・大阪）

の会員により構成された連盟組織です。 

午前中は各県師会の理事と全鍼及び組

合代表者による理事会が開催され、午後

は「あはき療養費の最前線」と題して全

鍼の副会長・保険局長である往田和章先

生による講演会。その後、「鍼灸マッサー

ジを考える国会議員の会」事務局長でも

ある参議院議員衛藤晟一氏による講演会

が催されました。 

本会からは理事6名、朝田・田中・江

田・森・戸中・田口と一般会員５名、合計１１名が参加しました。 

理事会において、いずれの県師会も、保険の取り扱いは、師会を通さず個人による請求者が増え、退会者

の増大と収入の減少を危惧しています。 

こうした中、全鍼の保険局長は、全保険者の受領委任制度への参加の要請と保険の取り扱いに関する更新制

の指定講習会を制度化し、４団体が取り扱いの機関として選定を受けることで、請求業務の統一化とモラル

の向上に取り組むこと。また、会員外の受講料を徴収していくことで収益の安定化を図る。等々を提言され

ました。 

引き続き「鍼灸マッサージを考える国会議員の会」事務局長の衛藤晟一氏は、「全ての保険者の参加に必要

なことは鍼灸マッサージの科学化である。鍼灸マッサージの治療効果を、現代医療と同じように、改善率

30％を獲得しなければ、医療として承認されず、医療保険の対象とはなれない。今後さらに科学化と数値

化を図り改善率の向上に取り組んで頂きたい」と述べられ多くの指標を与えられた大会でした。  

【広報部長 田口幸三郎】 



  

医療推進協議会シンポジウム 京都府医師会館にてブース出展 

去る5月12日（日）に開催されました、医療推進協議会主催のシンポジウム会場におきまして 

京都府鍼灸師会と共同でブース出展してまいりました。 

今年度からは会場がＪＲ二条駅前の京都府医師会館にかわり、京都市健康大使に任命されている 

京都出身元アーティスティックスイミング（旧シンクロナイズドスイミング）選手、奥野史子さんと各医療

関係代表の方々とのシンポジウムがメイン会場で行われました。 

当会は別会場にて看護協会・訪問看護ステーション協議会・薬剤師会・リハビリテーション三療法士会協

議会と共に、ご来場者の健康の一助になるようにマッサージ師による施術体験の後、鍼灸師による鍼・灸の

効果のお話やご希望の方には鍼施術を体験いただきました。 

また、シンポジウムの時間中にはたくさんの

ブース参加者にご体験いただき、医療関係者

同士の交流の時間が取れました。初めて施術

を受ける方が多く、ゆっくりとご説明出来た

のを参加された先生方も喜んでおられました。

参加施術者は当会 6 名、鍼灸師会 2 名にて

体験者数が 58 名でした。ほとんどの方に

鍼・灸・マッサージの体験・ご説明が出来た

ことは大変有意義だったと思っております。 

 

【広報部 戸中照之】 

 

お知らせ・ご案内    information 

◆第１回生涯教育講座開催のお知らせ◆               
京都北部の会員様より京都北部で生涯教育講座を開催してほしいと要望が有りましたので、福知山市で開催

します。 

京都からの会員の皆様、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  ７月２１日（日） １３：００～１６：１０   

場 所 福知山市駅前町400番地  

交流プラザふくちやま ３階ギャラリー（福知山駅北側出口を出て徒歩1分） 

定 員 ３０名 



  

１．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理事  

辻村 猛  先生 （鍼担当） 

森 孝太郎 先生 （指圧担当）              

参加費   会員500円 一般1000円 学生500円 
   参加申し込み先 本会事務所に住所・氏名・所属・懇親会（出欠）をお知らせ下さい。 

電話   ０７５－８０３－６０７８ 

申込締切   ７月１８日（木）まで 

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。 

１６：４５より懇親会肉匠坂井（焼肉食べ飲み放題120分）懇親会会

費4000円 

▼▼アクセス電車（ＪＲ）▼▼ 

 

 

 

 

 

 

■■■ 洛東ブロック巡回施術参加者募集のお知らせ■■■ 

恒例になっております、春の巡回施術を下記の内容で行います。 

日時：令和元年6月23日（日） 14：00～16：00予定 

場所：特別養護老人ホーム東旺苑（山科区川田岩ケ谷１－３） 

募集人数：7～8名  対象：施設利用者、施設職員 

ご参加希望の方は事務局075－803－6078 までお申し込みください。【洛東ブロック】 

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    １１：４５     １２：４０ 



  

 
格安でホームページ作成のお手伝い!! 

 
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をします。 

費用は、格安の２００００円程度（消費税別） 

情報量はA4サイズ1枚程度で写真はメイン１枚その他３枚掲載が可能。 

治療院紹介文は 300字 

治療内容、サービス文 500字 

料金案内文 ５００字 

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。 

作成は協力させて頂きます。問い合わせは会館事務所まで 

【広報部 ＩＴ委員会】 

  

 

 

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３件 

    国家免許者による違法広告 １件 

    無免許者による違法広告 ２件 

      

２．全国医政関係主管課長会議について 

平成３１年２月２８日に行われた上記会議資料には、違法広告関連の内容が多く、無免許者による広告を問題

視した内容も記されています。 

＊ 同会議資料は下記URLにて閲覧できます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363_00002.html 

あはき関連 

全国医政関係主管課長会議（２／３） ２９５～２９６ページ 

全国医政関係主管課長会議（３／３） ５１６～５２９ページ 

【法制部長 山﨑宣彦】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363_00002.html

