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議   事 

平成２６年度事業報告の件 

 

Ⅰ．研 修 事 業                    

１．研修委員会                    

専門領域研修事業 

(1) 専門領域実施運営 

① 専門領域研修「鍼灸医療リスクマネジメント」の実施運営、管理 

      １師会実施、継続実施２師会 （合計実施状況 ２７県 ６７０名修了） 

専門領域研修「スポーツ傷害」の実施運営、管理 

（合計実施状況 ３１県 １，６３４名修了） 

 専門領域研修「老年医学」の実施運営、管理 

（合計実施状況 ２８県 １，１３２名修了） 

 専門領域研修「婦人疾患」の実施運営、管理 

（合計実施状況 ２６県 ８８１名修了） 

② 専門領域研修「スポーツ傷害」テキスト改訂版の製作 

③ 専門領域研修修了証リニューアル版製作  

④ 専門領域研修「鍼灸医療リスクマネジメント」修了者、日鍼会ホームページに掲載 

 

鍼灸臨床研修事業 

(1) 第３４期臨床研修会の開催 

① 臨床研修実施委員会会議開催    ５月１０日 出席者８名 於：日本鍼灸会館 

② 臨床研講師研修会          ７月６日 出席者２４名  於：日本鍼灸会館 

③ 鍼灸臨床研修会（２会場同時開催） 

第３４期鍼灸臨床研修会                                ９月１３日～１５日 

師会長推薦コース並びに自己推薦者、学生が参加 

東京会場 ２０名  於：日本鍼灸会館 

大阪会場 １６名  於：森ノ宮医療学園 

④ 全国大会 in 神奈川 一般口演に関する運営及び発表者への指導    発表者１６名 



 (2) 卒後フォローアップセミナー開催    ９月１４・１５日 

          東京会場 ２３名  於：南大塚地域文化創造館 第４会議室 

                                   日本鍼灸会館 

(3) 第３３期鍼灸臨床研修会 症例報告集作成 日鍼会ＨＰに掲載 

(4) 東洋療法研修試験財団 生涯研修の啓蒙                   ２８師会実施 

 

２．学術委員会                     

学術講習事業 

(1) 第６３期学術講習会の実施 

４月～３月の計１８回の開催 

４月１３日：大阪・愛知 ５月２５日：長野 ６月８日：高知 

６月２２日：東京 ６月２９日：兵庫 ７月６日：兵庫 ７月２７日：東京 

８月３１日：北海道 ９月２８日：北海道 １０月２６日：三重 

１１月２日：北海道・大阪 １１月２３日：東京 １２月１４日：岐阜 

平成２７年１月２５日：岐阜 ２月１５日：岐阜 ３月２２日：東京 

 (2) 全国学術部長会議 

１０月１３日   於:全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ 

(3) 第５回臨床鍼灸スポーツフォーラムの開催 

    １１月１６日   於：長野駅前ホテルメトロポリタン（長野県長野市） 

(4) 担当師会との共催による全国大会企画・運営 

第１０回全国大会 会期：１０月１２日～１３日 

         於：じゅうろくプラザ（岐阜県岐阜市） 

(5) 学術研修単位管理及び参加申込システムの運営と更新 

７月１７日 ９月１９日 １１月２９日 

(6) 学術団体との交流 

(7) 全国各師会開催「公開講座及びスポーツボランティア活動報告書」の収集 

 

３．海外情報委員会                 

ＷＨＯ・ＩＳＯ・諸外国等の鍼灸国際関連事業 

(1) 日本経絡経穴研究会の支援 

   運営委員会 平成２７年３月２９日  於：東京医療専門学校 



(2) ＩＳＯ／ＴＣ２４９関連会議の支援と協力 

   関連会議の情報収集 

(3) 韓国・欧米諸国の鍼灸関連団体との交流 

   ＷＦＡＳの関連会議に出席               平成２７年２月６日 

 

４．健保委員会                    

療養費制度の適正運用に関する研修           

(1) 全国保険部長会議   於：全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ    １０月１３日 

(2) 各師会の療養費適正運用に関する調査研究 

全国保険部長会議の案内及びアンケートの送信         ５月２９日 

アンケート集計及び分析 

(3) 各ブロック、師会への療養費等適正運用に関する講師派遣 

(4) 療養費等適正運用に関する普及・啓発及び情報収集 

全国保険部長会議                     １０月１３日 

東海北陸保険部長会議                １０月２５・２６日 

近畿ブロック保険部長会議             平成２７年２月２２日 

関東ブロック保険部長会議             平成２７年３月 １日 

 (5) 療養費等適正運用に関する手引きの作成 

     平成２６年度改訂版を発行（７００部作成 ６０６部販売） 

 

５．その他 

日鍼会全国大会事業 

(1) 担当師会との共催による全国大会企画・運営 

第１０回全国大会 会期：１０月１２日～１３日 

         会場：じゅうろくプラザ（岐阜県岐阜市） 

 

全日学関連事業 

(1) 第６３回（公社）全日本鍼灸学会学術大会の助成 

  会期：５月１６日～１８日 

         会場：ひめぎんホール（愛媛県松山市） 

(2) 刺絡療法検討委員会 



            会期：７月１３日（日） 

            会場：京都キャンパスプラザ 

 

 

Ⅱ．福 祉 事 業                     

１．介護予防委員会                 

介護予防事業推進事業 

(1) 関係省庁との協議、折衝 

1) 厚生労働省  

・老健局老人保健課・振興課 

定期協議 ５月２６日 ７月２８日 ９月１８日 １２月５日 

平成２７年３月２６日 

 ・老健局老人保健課 ６月２５日 平成２７年１月１４日 

 ・医事課      ７月２３日 

2) 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所  

            ４月７日 ９月３０日 １０月２９日 

(2) 介護保険と地域支援事業の実態調査と支援 

1) 地域支援事業への協力 

（公社）東京都鍼灸師会への講師派遣および指導 

① ５月７日～８月６日（毎水曜日１２回） 

   フォローアップ指導 ８月２０日 ９月３日 

② １０月８日～平成２７年１月２８日（毎水曜日１２回） 

      フォローアップ指導 平成２７年２月１８日 ３月１１日 

2)（公社）新潟県鍼灸師会（長岡市役所と協議）          １２月１１日 

 (3) 勇美記念財団在宅医療推進研修会参加 

「平成２６年度 在宅医療推進のための会」 

     ５月１６日 ６月２０日 ７月１８日 ９月１９日 １０月１７日 

      １２月１９日 平成２７年１月１６日 ２月２０日 

(4) 情報収集及び分析 

1) 地域ケア政策ネットワーク総会      於：東京都新宿区 

2) 健康日本２１「健康寿命を延ばそう！サロン」    ７月２４日 ８月１９日 



3) 第２０回日本集団災害医学会 中沢 良平氏発表     平成２７年２月２７日 

(5) 各師会への情報提供及び連絡協調 

1) 東北ブロック会議にて「地域包括ケアシステムについて」   ６月２１・２２日 

2)（公社）埼玉県鍼灸師会「地域包括ケアシステムにおける鍼灸師の役割」 

平成２７年１月１８日  

3)（公社）山口県鍼灸師会「地域包括ケアシステムにおける鍼灸師の役割」 

平成２７年１月３１日  

4) 全国保険部長会議   於：全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ １０月１３日 

5) 介護予防委員会講座「老年症候群対策」 

於：全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ  １０月１２日 

6) 全日本鍼灸マッサージ師会にて講演「地域包括ケアシステムにおける鍼灸師の役割」 

平成２７年２月１４日  

 (6)「地域包括ケアシステムと介護予防」作成・頒布         平成２７年１月 

(7) 第１７回日本在宅医学会大会(盛岡大会)参加 

第１７回日本在宅医学会大会 in もりおか 協議        ９月１４日 

 

介護予防運動指導員育成事業 

(1) 介護予防運動指導員に関する事業 

 ①『介護予防運動指導員養成講座』開催 

  ・ 第２９回 介護予防運動指導員養成講座 in 静岡 

静岡会場 講 義：６月２９日 ７月６日・１３日 

演 習：７月２０日・２７日 

・ 第３０回 介護予防運動指導員養成講座 in 大阪 

大阪会場 講 義：７月２１日・２７日 ８月３日 

演 習：８月３１日 ９月７日 

・ 第３１回 介護予防運動指導員養成講座 in 東京 

東京会場 講 義：平成２７年３月１０日・１１日・１２日 

演 習：平成２７年３月１３日・１４日 

  ② 介護予防運動指導員更新研修 

   『スキルアップ研修』（地域支援事業推進研修） 

                  ６月１日（宮城） １０月１２・１３日（岐阜） 



平成２７年２月１日（岡山） ３月１日（新潟） 

③ 介護予防主任運動指導員更新研修 

『フォローアップ研修』                     ５月１９日 

④ 後継者の育成 介護予防主任運動指導員研修への派遣             なし 

 

 

Ⅲ．公 衆 衛 生 事 業                

１．広報普及委員会                

けんこう定期便・日本鍼灸新報の発行 

(1)「けんこう定期便」の発行 

「日本鍼灸新報」の発行 

「デイジー版（けんこう定期便・日本鍼灸新報）」の発行 

「合本（２誌年間発行分）」の発行 

(2) 編集（企画・取材・校正） 

企画及び誌面構成 

普及啓発関連記事及び報告原稿依頼・作成・校正 

イベント参加及び取材 

取材及び取材録音文書作成・校正 

企業広告依頼 

(3) 編集委員会の開催 

     ６月１日 ８月２日 ９月３日 １０月８日 １１月２日 １１月１６日 

    １２月３日 平成２７年１月１４日 ２月２２日 ３月１６日 ３月２９日 

 

パンフレット等の作成 

(1) 年間ポスターの作製・配布 

・Ａ４ポスター（ダウンロード用 WEB サイトへアップ） 

    「はじめてますか？ 健活 ～セルフケアと鍼灸コンディショニング」 

 ・日鍼会広報ポスター（年間掲示）作成、配布 

    『Challenge 2015 !  あなたの健康が みんなのチカラになります』 

(2) 普及パンフレットの作製（増刷分を含む）・販売 

  ・パンフレット『小児はり』（新版） 

  ・パンフレット『保険ガイド』（改訂新版―タテ版） 

  ・小冊子『鍼灸のすすめ』増刷 



(3) 普及活動用グッズの販売・配付 

  ・フラッパー『鍼灸のすすめ』 

(4) 全国広報普及部長会議   於：じゅうろくプラザ １０月１３日 

(5) 「ツボ療法カレンダー」の普及ツールとしての促進 

 (6) 第１０回全国大会 in 岐阜  於：じゅうろくプラザ １０月１２日～１３日 

  ・広報普及ブースの設置 

  ・広報普及委員会・ＩＴ委員会講座 

    テーマ「鍼灸師に求められるコミュニケーション能力」 

～個の力を高め、経営に反映させよう～ 

(7) 全国広報普及部長ＭＬの運営管理 

 

２．ＩＴ委員会                    

ＨＰの作成                       

(1) 一般向けページを拡大した日本鍼灸師会ホームページへの改革と鍼灸ネットの 

維持・管理・運営 

(2) サーバー管理・メンテナンス及びドメインの維持・管理 

(3) 鍼灸関連データベース作成準備 

(4) 各師会ＩＴ連絡委員との情報交換 

(5) メールマガジンの発行と管理 

(6) スカイプによるネット会議の準備と確認 

 

 

Ⅳ．賃 貸 業                     

１．法人管理委員会                 

 （公社）東京都鍼灸師会、（公社）全日本鍼灸学会および鍼灸マッサージ師等国民年金 

基金に会館の一部を貸与している。 

 

 

Ⅴ．会員相互扶助事業                 

１．組織委員会                     

パンフレット等の作成・会議など 

(1) パンフレット等の作成 



①「入会のご案内」パンフレット（平成２７年度版の印字）作成  平成２７年１月 

② 普及ポスター（休診案内）の作成 ＷＥＢサイトへアップ（ＤＬ版） 

 (2) 各種会議の開催 

① 全国組織・共済部長会議  全国大会 in岐阜 じゅうろくプラザ  １０月１３日 

② 組織委員会ネット会議（Skype）  ７月４日 ９月２６日 平成２７年１月１３日 

 (3) 第 63回全日本鍼灸学会学術大会（愛媛大会）会場における日鍼会ブースの設置 

 

会員サポート事業 

(1) 団体定期保険「日鍼会保障プラン」 

①「日鍼会保障プラン」加入勧奨事業 

・加入勧奨事業 本募集６月～８月 中途募集 平成２７年１月～２月 

・制度変更の案内/新報５・６月号  本募集の案内/鍼灸新報７月号 

・保障プランＷＥＢサイトの閲覧促進対策 

・既加入者へ更新通知（保障内容の確認と更新）   封入・発送作業 ７月３日 

・中途募集の案内 鍼灸新報１月号 

・保険会社担当者との協議     ６月４日 ７月３日 ９月３日 １０月８日 

                 １２月１１日 平成２７年１月１４日 

(2) 日本鍼灸師会総合賠償保険 

 ① 日鍼会総合賠償保険 

・新規加入・更新の案内 

 １２月～平成２７年１月末（一部地域へ申込・加入票の配布） 

・所得補償保険とコラボ・リーフレット作成と配布  鍼灸新報１１･１２月号同封 

・保険会社担当者との協議                 平成２７年２月４日 

・事故事例の調査と研究      報告書提出 １１月７日 平成２７年２月２日 

(3) 団体扱保険 

① 日鍼会団体所得補償保険・団体普通傷害保険＋個人賠償特約の案内 

鍼灸新報５・６月号 

② 団体扱医療保険・がん保険の案内 

募集用チラシ/鍼灸新報７月号同封、パンフレット/鍼灸新１１･１２月号同封 

③ 保険会社担当者との協議                  平成２７年２月４日 

(4) 第１０回全国大会 in 岐阜 



・組織ブースの設置 （会場狭小のため中止、青年部懇親会の受付で対応） 

 

門標貸与及び会員章販売事業 

(1) 門標の作成・配布 

「会員証」平成２６年度版（DIC228/濃い赤みの紫）配布   鍼灸新報４月号同封 

(2) 会員章の販売                    バッジ（七宝）４４個販売 

 

実態調査事業 

(1) 一般市民対象に「鍼灸意識調査」ＷＥＢアンケート実施 

調査対象：大阪近郊在住の女性（１５歳～１９歳）限定   平成２７年３月１８日 

 

２．ＩＴ委員会(ＤＫ関係)               

ＤＫシステム事業                    

ＤＫシステムのソースデータ管理 

 

３．健保委員会                    

療養費制度適用推進事業                 

(1) 厚労省保険局医療課との協議 

1) 厚生労働省保険局医療課と保険推進協実務者との協議 

          ４月２３日 ５月２８日 ６月１８・２５日 ７月１１・２３日 

８月２７日 ９月２４日 １０月２２日 １１月１４・２６日 

１２月１７日 平成２７年１月２８日 ２月２５日 ３月２５日 

(2) 労災、生活保護、自動車賠償責任保険等の保険者との交渉及び協議 

1) 厚生労働省労働基準局労災補償部保障課との会議         ５月２８日 

2) 厚生労働省社会・援護局保護課との会議             ５月２８日 

(3) 中央保険者との協議             

1) 国保中央会との協議                      １０月２２日 

(4) 全国保険部長会議     於：全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ  １０月１３日 

(5) 都道府県師会における保険問題に関する対策 

メール等で対応 沖縄県（９月） 茨城県（１０月） 神奈川県（平成２７年１月） 

(6) 健保対策戦略会議 



1) 鍼灸マッサージ保険推進協議会４団体長会議 

４月８日 ５月２８日 ８月２７日 ９月１７日 １１月１９日 

平成２７年２月１１日 ３月１０日 ３月１７・１８日 

2) 健保委員会  ５月１１日 １０月１２日 平成２７年１月２４日 ２月２４日 

         ３月１４・１５日 

3) 鍼灸マッサージを考える国会議員の会 

         ４月９日 ９月１７日 平成２７年３月１０日 

 

４．青年委員会                     

青年委員会の運営と各種会議・研修の開催  

(1) 青年委員会会議                  全国大会前日 １０月１１日 

(2) 青年委員会ネット会議（Skype phoneと PC） 

４月９日 ７月１５日 １２月１９日 平成２７年２月２４日 

(3) 全国青年部長会議   於：全国大会 in 岐阜 じゅうろくプラザ   １０月１３日 

(4) 第５１回日青全国集会の企画運営 

  1) 青年委員会講座                        １０月１３日 

テーマ「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催へ向けた助走」 

明治国際医療大学健康・予防鍼灸学ユニット助教(鍼灸師・鍼博)  吉田 行宏 

公益社団法人日本卓球協会(日本代表選手団トレーナー)      羽生 綾子 

2 ) 日青全国集会・学生交流会＆ミニ講習会・青年部懇親会の開催  １０月１２日 

ミニ講習会「女子力を高める骨盤底筋群トレーニング”ひめトレ”の実践」 

LOL ボディメイクスタジオ-みなと神戸鍼灸院院長   吉田 克典 

(5) 「ＪＡＭＡＳＹ」コーナー（鍼灸新報掲載） 

全国大会（日青全国集会）、コラボ事業の案内・報告など 

(6) 全国青年部長ＭＬの活用 

 

全国各青年部と青年委員会の合同事業 

(1) 各鍼灸師会青年部と日鍼会青年委員会の合同事業（青年コラボ事業） 

① 鹿児島県鍼灸師会青年部主催                  ７月２７日 

お灸フェス全国ツアー2014鹿児島「お灸カフェプレミアムトークショー」 

② 徳島県鍼灸師会青年部主催・中国四国青年ブロック共催     １１月２３日 

  市民公開講座「子供のケアを考える」 こどもとのふれあいシンポジウム 



Ⅵ．法 人 管 理 事 業                 

１．法人管理委員会                   

本会運営管理 

(1) 諸会議の運営に関する事 

① 定時代議員総会                            ６月８日 

② 定時代議員総会対応協議会                           ６月８日 

③ 理事会（５回）             ５月１１日 ８月２４日 １１月９日 

  平成２７年１月２５日 ３月１５日 

④ 業務執行委員会（１２回）               毎月第１水曜日(４～３月) 

⑤ 正副会長会議（６回）      ８月２０日 ９月１７日 １２月１０・１７日 

平成２７年１月２１日 ２月２５日 ３月２５日 

⑥ 全国師会長会議                                １１月３０日 

⑦ ブロック会議（８回） 

北海道   ９月６・７日      東 北  ６月２１・２２日 

関 東   ８月３日        中 部  ９月２０・２１日 

北 陸   ７月２０・２１日    近 畿  ９月２７・２８日 

中国・四国 ９月１４・１５日    九 州  ８月３０・３１日 

⑧ 役員選挙管理委員会（１回）      平成２７年３月２日 

⑨ 代議員選挙管理委員会（２回）     １２月５日 平成２７年３月２日 

⑩ 法人管理委員会（４回）        １２月１７日 平成２７年１月２４日 

３月４・１４日 

1) 次年度事業方針・計画・予算（案）    2) 公益社団法人定期提出書類対応 

3) 会館備品交換・補修・改修     4) 鍼灸師法推進 

5) 事務局 OA 機器                6) マスコミ対応 

7) 各種規定等の整備 

⑪ 合同委員会（１回）          平成２７年１月２５日 

(2) 関係官庁、諸団体との協調･交流 

    厚生労働省、内閣府、日本医師会、国民医療推進協議会、東洋療法研修試験財団、

国民年金基金、業界関係団体(鍼灸保険推進協議会・あはき等法推進協議会・国 

民のための鍼灸医療推進機構・全日本鍼灸マッサージ師会等)、学術団体（全日 

本鍼灸学会・日本統合医療学会、経絡治療学会等）、鍼灸大学、鍼灸師養成施設、



東洋療法学校協会等 

(3) 各師会等の式典・慶弔 

福岡県鍼灸マッサージ師会創立１００周年記念式典・祝賀会、（公財）杉山検校遺

徳顕彰会和久田様ご夫妻受賞祝賀会、井上慶山先生叙勲受章記念祝賀会、１９６

４東京オリンピック・パラリンピック５０周年記念祝賀会 

(4) 表彰 

1) 叙位叙勲褒章 

旭日双光章       北 島 國 夫（宮 城）平成２６年１１月 ３日 

       高 橋 秀 行（福 島）平成２６年 ４月２９日 

       井 上 慶 山（京 都）平成２６年１１月 ３日 

2) 知事表彰等 

ア 知事表彰      加 藤 隆 久（秋 田）平成２６年１１月１９日 

            山 田 祐 一（茨 城）平成２６年１１月１３日 

            小 俣   浩（埼 玉）平成２６年１１月１５日 

            得 本   誠（大 阪）平成２６年 ５月 ３日 

富 永 礼 子（大 阪）平成２６年 ５月 ３日 

イ 知事感謝状     大 田 真 史（和歌山）平成２６年１２月 ８日 

 (5) 公益社団としての定款改定の検討および諸規程・内規の制定 

 

２．鍼灸を活用した新しい日本型医療創生委員会 

(1) 鍼灸を活用した新しい医療体制の構築と鍼灸業務新制度確立 

1) 「あはき法」意見協議会（１０回） 

        ５月２１日 ６月１８日 ７月２３日 ９月１７日 １０月１５日 

１１月１２日 １２月１７日 平成２７年１月２１日 ２月２５日 

３月２５日 

 

３．ＷＳＪ特別委員会 

・第２３回世界スカウトジャンボリーＪＡＰＡＮ２０１５への参加・協力 

 平成２７年１月２６日 

 

４．災害医療対策委員会 



・災害医療対策委員会による災害医療への取り組み 

 ６月８日 ８月２４日 １１月９日 平成２７年３月１５日  

 

５. 法改正対策準備室会議 

９月２３・２８日 １０月１２日 １１月３日 １２月１４日 

平成２７年１月１８日 ２月１１日 ３月２２日 

 

  



平成２６年度事業報告の附属明細書の件 

 

 

公１ 鍼灸学術及び鍼灸の医学的研究の振興と鍼灸師の資質向上を図るための研究会、 

講習会、研修会、講演、シンポジウム等の開催並びに調査研究活動等の事業 

Ⅰ．研修事業 

(1) 専門領域研修事業 

(2) 鍼灸臨床研修事業 

(3) 学術講習事業 

(4) 療養費制度の適正運用に関する研修等 

 

平成２６年度 研修委員会実績 

区  分 参 加 総 数 
総収入額 

(平成２６年度分) 

第３４期臨床研修会 
東京２０名 

1,105,000円 

大阪１６名 

卒 後 フ ォ ロ ー ア ッ プ   

セミナー 
２３名 158,000円 

専門領域研修 

（リスク研修全体） 

実施師会 １師会  修了師会 ０師会（28年予定） 

継続実施師会 ２師会  修了者数 ４人 

（修了師会 ２７師会 修了者数 ６７０人） 

230,000円 

石川県 

専門領域 

（老年医学研修全体） 
（修了師会 ２９師会 修了者数 １，１３２人） 0円 

東洋療法研修試験財団

生涯研修 

（平成２６年度） 

実施 ２８ 

（臨床研、介護予

防含） 

修了届 ２５ 

修了者数 ４６１人 

（5/14現在） 

 

 

平成２６年度 学術委員会実績 

区    分 
受 講 者 数 

備  考 
会 員 一 般 学 生 

学術講習事業 ７１５名 １７７名 ２２１名 合計１，１１３名 

  北海道 ３１０名 ２１名 １７４名  

  東  京 １００名 ３０名 １７名  



  大  阪 ５５名 ２８名 ７名  

岐  阜 ２４名 ６名 １名  

愛  知 ２１名 ４名 ２名  

三  重 １５名 ４名 ５名  

兵  庫 １１８名 ８４名 １３名  

長  野 ５３名 ０名 ０名  

高  知 １９名 ０名 ２名  

第５回臨床鍼灸スポーツフォーラム １１８名 ４名 ２４名 （一般：学生・記者） 

 

（公社）日本鍼灸師会全国大会事業 出席者数 

区   分 会 員 一般・教員 学 生 参加総数 

第１０回岐阜大会 ４４４名 ８２名 １０５名 ６３１名 

 

 

公２ 市区町村の行う「地域支援事業」の一つである「介護予防事業」の推進と、その事

業の担い手である介護予防の専門家を育成するための介護予防運動指導員の育成に

関する事業 

Ⅱ．福祉事業 

(1) 介護予防事業の推進事業 

(2) 介護予防運動指導員育成事業 

 

  平成２６年度 介護予防委員会実績（介護予防運動指導員養成講座） 

開催県 
受講者数 

備 考 
会員 会員外 計 

静 岡 ８ １７ ２５ 第２９回 ６月２９・７月６・１３・２０・２７日 

大 阪 ８ １０ １８ 第３０回 ７月２１・２７日、８月３・３１・９月７日 

東 京 ４ ２８ ３２ 第３１回 H２７年３月１０・１１・１２・１３・１４日 

計 ２１名 ５４名 ７５名  

受講料合計：5,325,000円（会員：1,320,000円 会員外：4,005,000円） 

   

 



平成２６年度 介護予防委員会実績（スキルアップ研修会） 

開催県 
介護予防運動指導員 左記以外  

備 考 
日鍼会受講 

他受講

（会員） 

他受講

（一般） 
会員 

一般 

(学生) 
計 

宮 城 １０ ２ １ ６ １４ ３３ ６月 １日 

岐 阜 ２６ ２ １ ０ １ ３０ １０月１３日 

岡 山 １４ １ ０ １７ １３ ４５ 平成２７年２月１日 

新 潟 １７ １ ０ ３ ８ ２９ 平成２７年３月１日 

計 ６７名 ６名 ２名 ２６名 ３６名 １３７名  

受講料合計：453,000円（宮城：108,000円 岐阜：75,000円 岡山：165,000円 

新潟：105,000円） 

 

 

平成２６年度介護予防事業(地域支援事業)実施件数及び参加者数調 

区  分 
実施団体等 

名   称 

実施回数 

一次・二次事業 
参加者数 備  考 都道府

県名 市区町村名 

秋田県 北秋田市 
秋田県鍼灸師

会 
堀部健 

2 回 
2 回 

50 名×2回 
30 名×2回 

２６年４月～２７年５月 

福島県 いわき市 
福島県鍼灸師

会 
二次： 
2 教室×12 回 

14 名×12回 
5 名×12回 

２６年７月～９月 
２６年１０月～１２月 
福島県会員 
柏原 修一他３名 

福島県 郡山市 
福島県鍼灸師

会 
今泉洋平 

一次 8 回 
二次 24 回 

一次 20 名 
二次 12 名 

２６年４月～２７年３月 

新潟県 新潟市 （有）日本メルツ 
二次： 
11 教室×48 回 
 1 教室×36 回 

最大 15 名 
２６年４月～２７年３月 
新潟市会員 
近 千明他９名 

新潟県 長岡市 
新潟県鍼灸師

会 
遠藤幸男 

混合・週一回 約 10 名 ２６年１１月～２７年３月 

新潟県 新潟市 
紫竹山コミュニ
ティ協議会 

混合・一回 約 50 名 
新潟県鍼灸師会 
濱田宏幸・他 2 名 

新潟県 新潟市 
新潟県鍼灸師

会 
一次・一回 18 名 

新潟県鍼灸師会 
相模幸・他 2 名 

新潟県 新潟市 長谷川尚也 混合・一回 8 名 
新潟県鍼灸師会 
今千明・他 2 名 

新潟県 新潟市 
新潟県鍼灸師

会 
混合・一回 15 名 

新潟県鍼灸師会 
中澤義則 他 4 名 

東京都 豊島区 
東京都鍼灸師

会 
混合・14回 
混合・14回 

12 名×14回 
15 名×14回 

東京都鍼灸師会 
松浦正人 他 8 名 

岐阜県 美濃加茂市 
岐阜県鍼灸師

会 
混合・15回×2教
室 

15 名 毎週金曜日午後 



 林浩一 

岐阜県 下呂市 
岐阜県鍼灸師
会 
山田 和夫 

二次事業 12 回 15 名×12回 ２６年９月～１２月 

静岡県 富士市 リヴ・レーダ（株） 4 教室×12 回 15 名×48回 

平成２６年９月～ 
２６年３月 

静岡県会員 
神尾 隆文他８名 

愛知県 名古屋市 長谷川針灸院 混合 週一回 2 名 
２６年７月～２７年３月 
愛知県会員 
長谷川 栄一他１名 

兵庫県 神戸市 
兵庫県鍼灸師
会 
宮川浩 

11 回 約 30 名 ２６年４月～２７年３月 

岡山県 岡山市 
輪鍼灸整骨院 
吉田和彦 

12 回×1教室 2 名 平成２７年２月～４月 

山口県 柳井市 
山口県鍼灸師
会 

一次・14回 206 名 
平成２６年４月～平成 
２７年３月 

上記に明記しました、秋田県、福島県、新潟県、静岡県、岐阜県、兵庫県、岡山県、山口

県、東京都は、２７年度も契約更新をしております。 

 

 

公３ 国民に対し鍼灸に関する理解を広げるための普及啓発事業 

Ⅲ．公 衆 衛 生 事 業 

（１） 広報普及委員会 

【 編 集 】 

平成２６年度 発行部数及び送付数 

 

けんこう定期便 日本鍼灸新報 
発送数 

（メール便） 

発送数 

（宅急便） 
デイジー版 

２回発行 １０回発行 見積書から 見積書から １０回発行 

合本１００部含む 合本１００部含む 会員・学校等 師会宛一覧有 送付先一覧有 

４月  6,368 5,705 37 148 

５月／６月 31,100 6,383 5,710 37 148 

７月  6,387 5,713 38 139 

８月  6,360 5,706 37 148 

９月  6,377 5,703 37 151 

１０月  6,353 5,699 36 151 

１１月／１２月  6,348 5,694 36 150 

１月  6,337 5,673 36 154 



２月  6,306 5,652 36 154 

３月 59,100 6,479 5,635 36 151 

合 計 90,200 63,698 56,890 366 1504 

備考（25年度） 36,670 78,558 70,357 444 1,678 

【 普 及 】 

（１）パンフレット頒布状況（平成２６年度） 

 年度初数 発行 頒布数 年度末数 

「スポーツとはり灸」 315 0 56 259 

「家族みんなで はりと灸」 3,725 0 3,068 657 

「保険ガイド（新）」ヨコ版 4,323 0 4,281 42 

「保険ガイド（改訂新）タテ版 － 30,000 2,000 28,000 

「鍼灸のすすめ（新）」小冊子 4,791 20,000 5,055 19,736 

「鍼灸のすすめ」フラッパー 24,394 0 1,728 22,666 

「小児はり」 － 30,000 0 30,000 

 

（２）日鍼会広報ポスター 

 『Challenge 2015！－あなたの健康が みんなのチカラになります－』 

Ｂ３版 6,000枚配布 

 

（３）ツボ療法カレンダー（セイリン株式会社） 18,370部頒布 

 


