会活動・ニュース news
８月９日「はりきゅうマッサージの日」
取り組みの報告
【本会会館】
８月５日（日）
「はり・きゅう・マッサージの日」に因んだ取り組みとして府
師会会館で午後１時より「高齢者のための体操教室」を森先生の指導のもと約
１時間汗だくになって行いました。第二部は、北川先生の「温灸教室」です。
乾燥したよもぎの葉をすり鉢と摺り子木で細かくして温灸もぐさをつくり生姜
のスライスで生姜灸を体験して頂きました。近所の方は温灸と鍼を体験してい

ただきました。盛りだくさんの企画でしたが参加者が少なく残念でしたが大変有意義な学習と体験教室と
なりました。協力参加の先生方ありがとうございました。

【事務局】

【北京都ブロック（綾部ショッピングプラザ）】
８月５日（日）
、バザールタウン「綾部アスパ」入口にて、来場者へ啓発チラシを約５００セット配布し
ました。
その後、無料マッサージ・鍼の体験施術を４２名が体
験されました。
参加会員は、芦田、足立、伊東、大槻、搗頭、廣瀬、
山口、山崎、伊関（敬称略）の９名。
啓発チラシの配布中や無料マッサージ・鍼施術中に、
啓発チラシの内容や体に関する質問・相談に対して、
説明・アドバイスを行いました。
マッサージ・鍼施術後、
「体が楽になった」
「相談して
良かった」との声を頂きました。
綾部の地元の新聞社による取材もあり、後日記事にし
て頂きました。
皆様には、有資格者と無資格者との違いをご理解された事だと思います。

あやべ市民新聞 平成 30 年 8 月 8 日
水曜日に掲載されました。

【北京都ブロック長 伊関修造】

【山城総合運動公園（太陽が丘ファミリープール）】
平成３0 年 8 月 5 日（日曜日） 毎年恒例の『太陽ヶ丘ファミリープール .健康ブース』にて 10 時か
ら 14 時までマッサージ体験と団扇とティッシュの配布等の啓発活動を行ってきました。
今年は特に酷暑の中、男性 3 名女性 3 名の先生
方と受付や団扇配布等に 3 人のスタッフの計 9
名で行いました。特設テントを用意して頂きベッ
ド 4 台、扇風機 3 台を回しながらの施術…今年
は酷暑の為かスタートが遅く昼 12 時を過ぎてか
ら徐々に来られました。
特に男性が多く 日頃の疲
れと治療に行けない様な方が来られた感じでした。
施術合計 330 分、受療者数 27 名、朝 11 時
からマッサージし終わりの 14 時頃にはテント内
の気温は『52℃』と大変厳しい中、皆さんで乗
り切りました。
今年も少しずつではありますが
『正
しいマッサージ』と『短時間の癒し』を提供できたかなと思います。また来年も今年の教訓を生かし、参
加したいと思います。参加された先生方、スタッフの皆様ありがとうございました。
【洛南ブロック 清水隆司】

沓掛寮巡回施術報告
7 月 16 日（月・祝）13 時～16 時西京区にある沓掛寮デイサービスにて、巡回施術を行いました。
受療者は利用者様と職員の方々で 40 名、参加会員の先生は 5 名でした。
暑い日が続いていて、疲れがたまっていた方が多く、とても楽になったと言って頂けました。
当日 18 時より 5 名で向日市の「きまぐれ赤とんぼ」にて懇親会を行いました。
参加していただいた先生方、猛暑の中ありがとうございました。
【洛西ブロック長 久保裕之】

労災保険のあはき施術料金改定
８月から、労災のはり・きゅう・マッサージの料金が改定されます。
既に保険部員へお知らせしておりますが、平成３０年７月２７日付で厚生労働省労働基準局補償課長よ
り労災施術料改定の通知が発出されました。労災保険によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術料
金等が８月１日以降の施術分から変更されます。往療加算については、療養費の改定同様に包括化され、
４㎞未満（２７６０円）と４㎞超（３２４０円）の二段階となっています。
施術料金の改定については下記のようになっております。参考にしてください。

内

容

改定前

往療料

2160円

2760円 4㎞超は3240円を算定

１術

2640円

２術

3970円

2930円 傷病部位が複数個所か
4040円 つ、当該部位に施術を

マッサージ施術
はり又は灸と

2640円

2930円 行った場合100分の20に

3970円

4040円 相当する金額を加算。

はりきゅう
施術料

マッサージ

改定後

マッサージの併用
変徒手矯正術（１肢につき）
電気・光線器具使用の加算

575円

780円

550円

550円

受領委任取扱いの申出のお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】

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１件
国家免許者による違法広告、違法業務
２． 啓発活動
啓発うちわ、啓発ウェットティッシュ、啓発チラシの配布
日

事業

場所

担当ブロック（者）

7/22（日）

学区夏祭り

伏見区

北田

会館

本部

綾部市

北京都

太陽が丘

洛南

8/5（日）

鍼灸マッサージの日

参加者の皆様、暑い中、お疲れ様でした。

【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
京都北部の会員様より一度、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、今回は
福知山市ではじめて開催します。
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）

10 月 28 日（日） １３：００～１６：１０

日

時

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
講

「鍼・マッサージ手技療法」

師 京都府鍼灸マッサージ師会
鍼担当
マッサージ担当

参 加 費

玲子鍼灸マッサージ院
マッサージ・指圧京都洛東悠々館

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

中村玲子 先生
戸中照之 先生

０７５-８０３-６０７８

申込み締切 １０月２５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。

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

甲賀マラソン募集要項
いつも京都マラソンランナーケアでお手伝いいただいております滋賀の先生が、
「甲賀 10 時間＆5 時
間耐久リレーマラソン」での鍼・マッサージケアボランティアの募集をしておられます。
お忙しい事とは存じますが是非ご協力のほど宜しくお願い致します。
記
◆開催日・・・平成 30 年 10 月 7 日(日)
◆開催場所・・甲賀市立甲賀中学校体育館内
◆開催時間・・10 時～施術開始、15 時頃施術終了。16 時には撤収致します。
◆内容・・・・参加ランナーに対し、鍼またはマッサージ施術を行います。
１人 6 分～10 分程度の体験施術をしていただきます。
◆アクセス・・◎お車で来られる場合：9 時 45 分頃集合
甲賀中学校前の「辻正」さんの駐車場に駐車出来ます。
◎電車など公共交通機関ご利用の場合：10 時頃集合
最寄り駅が「JR 草津線 甲賀駅」です。
◆その他・・・当日は動きやすい服装であれば白衣でなくても結構です。
スリッパまたは上履きを持参してください。
◆締め切り・・ご協力いただける先生は、9 月 20 日までに京都府鍼灸マッサージ師会
事務局にご連絡ください。
【スポーツケア部 戸中照之】

会員掲示板
岡山県真備町薗小学校の鍼マッサージケア報告
７月２２日（日）朝１０時〜夜７時大阪の大谷先生と二人で NPO 法人鍼
灸地域支援ネットの先遣隊として岡山県真備町薗（その）小学校で鍼マッ
サージケアを行いました。現在真備町周辺には４箇所避難所が在り薗小学
校は２５０名という最大かつ恐らく最後まで残るだろうと言われている避
難所です。JR 倉敷駅から車で約３０分、高梁（たかはし）川という淀川
クラスの大きな川を遡っていった所です。河川敷や町中至る所に木材など

の瓦礫ゴミが積み上げてあったり、大きな袋に入れて
放置してあります。水道は通っていますが、電気はま
だで皆さん日中は自宅の泥かきや整理をして電器屋さ
んが通りかかったら呼び止め、自宅の修理を依頼され
ています。修理出来ていなければ電気が通っても漏電
等の恐れがあります。
ほとんどの方は農家であり、出荷直前の桃やブドウが
全滅し、畑も川泥が入ったため次また収穫が見込める
か分かりません。２４日（火）に政府が激甚災害に指
定するまで自治体等の災害補償もはっきり決まらず畑
も自宅もどのくらい元に戻せるか分からない不安感、
考えがまとまらないという寂寞感が感じられました。
幸い冷房は体育館、教室共に入っていましたが洗濯機は川泥のためでしょう５台のうち３台は使用不可に
なっていました。男性はプールのシャワー、女性は温水が出るビニールシートで囲われたものでした。避
難者の皆さん、訪問ボランティアナースの皆さん、隣の公民館分館でお年寄りの世話をされておられた職
員の方々等、３３名の方々に時間の許す限りケアしました。２５日（水）には京都府鍼灸師会森岡会長も
現地入りされました。８月一杯この避難所は閉鎖しないそうです。福知山等我々の地元も復旧せねばなり
ませんがお時間が取れる先生は是非ケア活動にご参加下さい。私までご連絡頂ければ NPO 法人鍼灸地域
支援ネットに繋ぎます。

岡山県真備町薗小学校避難所２回目ケア活動報告
８月１日（水）岡山県真備町薗小学校避難所へ NPO 法人鍼灸地域支援ネットの活動で私としては２回
目の鍼マッサージケアに伺いました。JR 倉敷駅から岡山県三大河川の一つ高梁（たかはし）川を車で遡
ること約３０分真備町に入るまでの高梁川河川敷には２００個以上の瓦礫を入れた黒い袋があり、また真
備町ではそこかしこに廃材等が積まれ前回７月２２日からずっと置いてあります。
避難所の方々は、行政や保険による様々な支援や手当を電話で相談し
ながら自宅の復旧作業をされておられます。前回活動で日中のケアニ
ーズは少なく夜食事されてシャワーを浴びた後７時半頃からのケアニ
ーズが高いという事が分かりましたので、今回は昼２時に避難所へ伺
い、日中は向かいの公民館分館にて高齢者のお世話をされておられる
職員さん達や小学校校舎教室のご家族をケアし、夜７時過ぎから最大
人数の体育館で館内放送と同時にケアを始めました。前回の活動で心
安くなって下さったせいか館内放送と同時にケアしている私のところ
まで何人もの方々が「ケア希望」と来て下さり、消灯 10 時直前まで
短い時間ずつになりましたが１１名の方々にケアさせて頂きました。
前回同行して下さった大谷先生の鍼が好評で、鍼ご希望の方もいらっ
しゃったため地元の飯塚先生にも鍼ケアをご協力頂きました。マッサ
ージ１６名のうち鍼マッサージ２名、鍼３名で合計１９名にケアさせて頂きました。避難所は収束方向に
向かっていますがまだケア活動はニーズが高いです。避難所から岡山駅まで送って下さった飯塚先生、当
日内科勤務を代わって下さった江藤先生、
大西先生、
段取り下さった中井先生に心から感謝申し上げます。
【洛中ブロック長 吉舎定良】

