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議   事 

平成２７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 学術管理単位システムによる「スポーツ傷害」「老年医学」「婦人科疾患」「鍼灸医

療リスクマネジメント」について更新制度（ステージアップ研修）の確立と実施と

運営 

 ・実施師会、修了師会、合計実施状況については、平成２７年度事業報告の附属明

細書の件 平成２７年度 研修委員会実績を参照 

 ・「リスクマネジメント」「リスクマネジメント更新研修」実施要項の改定 

 ・リスクマネジメント修了証改訂印刷作成 

・「スポーツ傷害」「スポーツ傷害 再研修」実施要項の改定 

② 専門領域研修「スポーツ傷害」テキスト改訂版の DVD（ＣＤ－Ｒ）製作 

③ 専門領域研修修了証「婦人科疾患」 リニューアル版の製作 

④ 当会ホームページに掲載の第４回『鍼灸医療リスクマネジメント』専門領域研修 

修了者名簿の管理運営 

 ・平成２８年２月２８日更新 

(2) 東洋療法研修試験財団 生涯研修の実施推奨と財団申請 

  ・実施 ２３師会（臨床研含む） 修了届１９師会 修了者数 ３５９人（5/6 現在） 

 

鍼灸臨床研修事業 

(1) 第３５期鍼灸臨床研修会(臨床研)の開催及び運営 

① 臨床研実施委員会会議開催   

・レポート審査委員会によるレポート審査  平成２８年３月５日 日本鍼灸会館 

・臨床研運営に関する協議（臨床研総合指導員と担当理事）    日本鍼灸会館 

      ６月２５日、７月２３日、１１月５日・２６日、平成２８年１月２８日 

２月４日・２５日、３月３日・２４日 

  ・研修委員会協議（平成２８年度事業について）     平成２８年１月３０日 

  ・臨床研・卒後フォロー会場の視察           中野健康医療専門学校 

② 臨床研講師研修会の実施                ７月５日  日本鍼灸会館 



・臨床研及び卒後フォローアップセミナー運営に関する会議 

・臨床研開催準備及び臨床研講師のトレーニング 

③ 第３５期鍼灸臨床研修会の開催 

 ・日程：９月１９日（土）～２１日（月・祝）３日間  中野健康医療専門学校 

 ・師会長推薦受講者及び一般鍼灸師及び学生を対象とする 

 ・東洋療法研修試験財団生涯研修の申請 

 ・研修会の様子を LIVE 配信テスト（USTREAM 活用） 

④ 全国大会一般口演発表の準備及び発表者への指導 

⑤ 第３５期鍼灸臨床研修会修了者の症例報告集を作成 

 (2) 卒後・フォローアップセミナー開催 

・日程：９月２０日（日）中野健康医療専門学校 

・卒後研修の一環として会員及び一般鍼灸師を対象に、実技指導をする 

(3) 学術委員会・研修委員会 合同会議（Skype）           １０月２０日 

 

２．学術委員会                       

学術講習事業 

(1) 第６４期学術講習会の実施 

    ４月５日、４月１９日、６月１４日、６月２１日(2)、６月２８日(2) 

    ７月１２日、７月２６日、９月２７日、平成２８年１月１０日、１月１７日 

     北海道：６月 東 京：６月 岐 阜：６月、９月 大 阪：１月 

     福 島：４月、７月 高 知：６月 兵 庫：６月 愛 知：４月 

     三 重：７月 岡 山：１月             以上 １２会場 

 (2) 全国学術部長会議 

    １１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

 (3) 第６回鍼灸臨床スポーツフォーラムの開催 

    ８月３０日（日）北海道札幌市（札幌サンプラザ） 

 (4) 担当師会との共催による全国大会企画・運営 

第１１回全国大会 会期：１０月３１日（土）～１１月１日（日） 

会場：パシフィコ横浜会議センター（神奈川県横浜市） 

 (5) 全国師会開催の公開講座及びスポーツボランティア活動の集積及び管理 

 (6) 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) 学術団体との交流 



    第６４回（公社）全日本鍼灸学会学術大会 ５月２２日（金）～２４日（日） 

    会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市） 

 (8) 安全性検討会 

    （公社）全日本鍼灸学会の安全性委員会と連携して情報収集 

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 

(2) WFAS への協力 

  世界の鍼灸事情について、全日本鍼灸学会誌、医道の日本誌より情報を収集 

 

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 

    １１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

(2) 各師会の療養費等適正運用に関する調査研究 

   各師会アンケート調査及び集計（７月～９月） 

(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 

1) 東海北陸保険会議                   １１月２２・２３日 

2) 近畿ブロック保険部長会議             平成２８年 ２月２１日 

3) 関東ブロック保険部長会議             平成２８年 ３月 ６日 

4) 島根県・鳥取県合同保険講習会         平成２８年３月１２・１３日 

(4) 療養費等適正運用に関する普及・啓発及び情報収集 

1) データヘルス・予防見本市２０１５出展者説明会に参加     １０月１５日 

2) 宮崎彰吾氏の論文「鍼灸療法に対する公的な助成金額と平均寿命との関連性」 

１０月１８日 

    3) 厚生労働省 保健医療２０３５シンポジウムに参加        １２月 ４日 

4) (一財)東方医療振興財団日本東方医学会公開講座に参加      １２月 ６日 

5) 東方医療振興財団日本東方医学会と意見交換会     平成２８年１月２７日 

 

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１１回全国大会 会期：１０月３１日（土）～１１月１日（日） 

会場：パシフィコ横浜会議センター（神奈川県横浜市） 

全日学関連事業 

(1) 第６４回（公社）全日本鍼灸学会学術大会の助成  

会期：５月２２日（金）～２４日（日） 

会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市） 

 

 

Ⅱ．福 祉 事 業 

１．地域ケア推進委員会                  

介護予防事業推進事業 

(1) 関係省庁との協議、折衝 

 1) 厚生労働省老健局との定期協議     ７月３０日 ９月３０日 １２月２１日 

(2) 介護保険と総合事業、地域支援事業の実態調査と支援  

  ・事業報告書の附属明細書参照 

(3) 勇美記念財団在宅医療推進研修会参加 

 1) 平成２７年度在宅医療推進のための会 

        ５月２２日 ６月２６日 ７月２４日 ９月２５日 １０月２３日 

        １２月２５日 平成２８年１月２２日 ２月２６日  

 2) 在宅医療推進フォーラム参加                 １１月２３日 

(4) 情報収集及び分析 

 1) 第１７回日本在宅医学会もりおか大会参加         ４月２５～２６日 

 2) 福祉自治体ユニット地域ケア政策ネットワーク総会参加      ７月２３日 

 3) 第３回甲信越在宅医療推進フォーラム in 新潟参加        １１月 １日 

 4) 健康日本２１ 第１回分科会参加                １２月 ４日 

  5) 福祉自治体ユニット ２７年度首長連絡会参加          １２月２５日 

 6) 日本統合医療学会交流会参加              平成２８年１月８日 

 7) 統合医療展２０１６参加               平成２８年１月２６日 

(5) 各師会への情報提供及び連絡協調 

 1)（公社）山梨県鍼灸師会学術研修会「地域包括ケアと鍼灸師」    ７月２６日 

 2)（一社）長崎県鍼灸師会学術大会                 ８月２３日 

「地域ケアシステムと鍼灸師」「刺さない鍼（擦過鍼）を使って認知症予防」 

  3)（公社）京都府鍼灸師会介護予防鍼灸講習会     ８月３０日 １２月２０日 



  4) 新潟市鍼灸マッサージ師会 介護予防と鍼灸マッサージ講習会    ８月３０日 

  5)（公社）愛媛県鍼灸師会学術研修会                ９月２７日 

  6)（公社）石川県鍼灸師会生涯教育研修会「地域包括ケアと鍼灸師」 １０月２３日 

  7)（一社）栃木県鍼灸師会研修会                 １１月 ８日 

「地域包括ケアシステムと鍼灸、擦過鍼について」 

  8)（公社）静岡県鍼灸師会学術研修会「介護予防と鍼灸マッサージ」 １１月１５日 

(6) ポスター作成 「寝たきりにならないために！」（３種類） 

(7) 第１８回日本在宅医学会大会（東京大会）セッション参加交渉、大会事務局および

東京都鍼灸師会との打ち合せ 

 

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  

 ・第３２回 介護予防運動指導員養成講座 in 三重            中 止 

 ・次年度開催地についての打合せ（愛媛県・香川県）    平成２８年３月５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）の開催 

  ４月１９日（東京） 平成２８年２月７日（福島） ３月６日（岡山）・２７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』への参加          ５月２５日 １０月１６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 ２名推薦 １１月１０～２５日（１１日間） 

 (2) 全国保険部長会議 

    １１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

 

 

Ⅲ．公 衆 衛 生 事 業                  

１．広報普及ＩＴ委員会               

けんこう定期便・日鍼報の発行 

(1)「けんこう定期便」の発行 

「日本鍼灸新報」の発行 

デイジー録音図書（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） 

誌面企画及び構成 

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 

取材及び録音文書作成・校正 

企業広告依頼 

(3) 編集委員会の開催   ４月８日 ７月１７日 ８月９日 １２月１３日・１８日 

 

パンフレット等の作成 

(1) 年間ポスターの作製・配布 

「健康の悩みは江戸の奥方も同じでした」 

(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「スポーツ鍼灸」（新規） 

・パンフレット「家族みんなではりと灸」（増刷） 

(3) 普及活動用グッズの販売(全国大会等公開講座配布用を含む) 

・フラッパー「鍼灸のすすめ」 

(4) 全国広報普及部長会議の開催 

１１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

(5) 普及ツール「ツボ療法カレンダー」の促進 

(6) 第１１回全国大会 in神奈川での広報普及ＩＴ委員会ブースの設置 

(7) 全国広報普及部長ＭＬの運営管理 

 

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 

(4) 各師会ＩＴ連絡委員との情報交換 

(5) Facebook 管理 

 

メールマガジンの発行 

(1) 二十四節気に合わせた月２回の定期配信と、臨時配信の実施 

定期便：２４回、臨時便：５回 



(2) メールマガジン登録者の管理・分類・整理 

(3) メールマガジン配信記録一覧の作成、メルマガ都道府県別登録者集計表＋グラフの

作成 

(4) メールマガジンエラー停止者の配信設定登録 

 

日本鍼灸師会設立６５周年事業の実施 

(1) 第１１回全国大会において実施 

 

２．厚生労働大臣免許保有証の発行事業           

(1) 厚生労働大臣免許保有証 IC カード １，０５０枚発行 

 

３．ＷＳＪ特別委員会              

世界スカウトジャンボリー事業の実施 

(1) 第２３回世界スカウトジャンボリーＪＡＰＡＮ２０１５への参加・協力 

７月３０日～８月６日 

 

４．災害医療対策事業                

災害医療ボランティア活動の実施 

(1) 東日本豪雨災害ボランティア・コーディネート     ９月１３日～９月２４日 

 

 

Ⅳ．賃 貸 業 

（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                       

会員名簿の作成 

(1) 会員名簿の作成と配布(６，０００部) 

  1) 印刷会社と打ち合わせ  

１０月７日 １１月１２日 平成２８年２月１２・１３日 ３月２・２５・３０日 



    2) 会員名簿の作成協力のお願い                新報１０月号掲載 

パンフレット等の作成・会議 

(1) パンフレット等の作成 

1) 入会案内パンフレット(二つ折り)・日鍼会ポスターの作成・配布 

 (2) 各種会議の開催 

1) 全国組織部長会議 

 １１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

2) 組織委員会インターネット会議                  随 時 

  功労会員・教員会員等の対応、入会案内パンフレットの改訂と入会キャンペーン、

会員名簿関係、ＷＥＢアンケート設問、ぷらまいさんプラス等について 

 

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 

・本募集パンフレット等の鍼灸新報へ封入          新報７月号同封 

・中途募集と申込予約書の受付対応 

・既加入者へ更新通知発送作業（保障内容の確認と更新）     ７月９日 

・保険会社担当者との協議     ６月２２日 １０月３０日 １１月４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 全国各師会へ事務代行を委託 

   ・所得補償保険とのコラボ・リーフレット作成と配布 

新報１１・１２月号同封 

   ・保険会社担当者との協議              ６月３日 １１月４日 

・事故事例の調査と研究 

(3) 団体扱保険 

1) 日鍼会団体所得補償保険・団体総合生活補償保険（MS&AD 型）の案内 

 新報５・６月号  

2) 団体扱い医療保険・がん保険の案内 

・募集用パンフレットの配布                新報９月号同封 

・全国大会会場における保険キャンペーンの実施協力  

１０月３１日～１１月１日 

3) 保険会社担当者との協議           ８月７日 平成２８年１月２５日 



門標貸与及び会員章販売事業 

(1) 門標の作製・配布 

「会員証」ステッカーを全会員へ配布（新報４月号へ同封） 

(2) 会員章の販売 

会員個人には「会員章」として、バッジ・スカーフピンの販売 

 

実態調査事業 

(1) 一般市民対象に「鍼灸意識調査」アンケートの実施 

 Web サイト（IT 企業）登録会員対象、業者委託  調査日：平成２８年３月２２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 

４月２２日 ５月１５・２７日 ６月２４日 ８月１９日 ９月１６日 

１１月２５日 １２月１６日 平成２８年１月２７日 ２月２４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) 国土交通省自動車局との協議        ４月２２日 平成２８年２月１５日 

 2) 厚生労働省社会援護局保護課との協議               ４月２２日 

(3) 中央保険者との協議 

６月１６日 ８月３日 １０月２０日 

(4) 全国保険部長会議 

１１月１日（日） 全国大会 in 神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

(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 千葉県（４・５月） 東京都（１０月） 茨城県（１２月） 

(6) 健保対策戦略会議 

1) 健保委員会 

７月４・５日 １０月３・４日 平成２８年１月３０日 ２月１４日 

2) 鍼灸マッサージ保険推進協議会４団体長会議 

   ６月１６日 ７月２２日 １２月１６日 平成２８年１月１５日 ３月２３日 



(7) あマ指はりきゅう療養費検討専門委員会出席       平成２８年３月２９日 

 

４．青年委員会                       

全国各ブロックより青年ブロック長を招聘して、日鍼会青年委員会を構成している。 

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                         １１月１日 

(2) 青年委員会インターネット会議 

６月２９日 ７月３・３１日 ８月２日 ９月４日 １０月６日  

１１月３０日 平成２８年１月２８日 ３月３１日   計９回 

(3) 全国青年部長会議の開催 

１１月１日（日） 全国大会 in神奈川 パシフィコ横浜会議センター 

 (4) 第５２回日青全国集会の企画運営 

1) 学生交流会の開催         横浜市野毛地区センター   １０月３１日 

 「認知症の人に対する鍼灸治療の実際と可能性」 

2) 青年委員会講座                         １１月１日 

 「ニキビに対する鍼灸美容」 

(5) 鍼灸新報「ＪＡＭＡＳＹ」コーナーの作成 

  ・青年コラボ事業の案内、「お灸フェス全国ツアー」の報告 

(6) 全国青年部長ＭＬの活用 

(7) 日鍼会事業推進への協力 

1) 青年委員会と全国各鍼灸師会青年部の合同事業(青年コラボ事業)運営要綱の整備 

  

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) 青年関東ブロック合同研修会・一般公開講座            ８月３０日 

 「お灸フェス in KANAGAWA」 

    会 場：さくら WORKS 

責任者：菅澤 千佳（神奈川／青年関東ブロック長） 

2) 青年北陸ブロック研修会・一般公開講座              ９月１３日 

「セルフコンディショニングのススメ」 

    会 場：福井県地域交流会館 AOSSA 

責任者：高柳 信也（福井県鍼灸師会青年部長） 

 

 



Ⅵ．法 人 管 理 事 業                  

１．法人管理委員会 

本会運営管理 

(1) 諸会議運営に関する事 

① 定時代議員総会                         ６月７日 

② 定時代議員総会対応協議会                    ６月７日 

③ 理事会（７回）        ５月１０日 ６月７日 ６月８日 ８月２３日 

１１月８日 平成２８年１月３１日 ３月１３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（３回）        ６月１７日 ８月１９日 １２月１６日 

⑥ 全国師会長会議                       １１月２９日 

⑦ ブロック会議（８回） 

北海道   ９月５・６日      東 北   ６月２７・２８日 

関 東   ８月２日        中 部  １１月２２・２３日 

北 陸   ７月１９・２０日    近 畿  １０月 ３・４日 

中国・四国 ９月２０・２１日    九 州   ８月２９・３０日 

⑧ 選挙管理委員会（１回）               平成２８年２月１９日 

⑨ 法人管理委員会（５回）         ５月９日 ８月２２日 １１月７日 

平成２８年１月３０日 ３月１２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) 各種規程等の整備         8) ６５周年記念式典 

  ⑩ 合同委員会（１回）                 平成２８年１月３１日 

  ⑪ 理事会オリエンテーション                   ８月２２日 

(2) 関係官庁、諸団体との協調･交流 

   厚生労働省、経済産業省、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(鍼灸マ保険推進協議会・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) 関係官庁等との定期協議 

 ①「あはき法」意見協議会（７回） 



４月１５日 ５月２７日 ６月２４日 ７月２２日 

８月２６日 ９月３０日 １２月２４日 

(4) 各師会等の式典・慶弔 

   宮城県鍼灸師会創立６５周年記念式典、大分県鍼灸マッサージ師会創立１００周

年記念式典、香川県鍼灸師会創立４０周年・法人設立２５周年記念式典・祝賀会、

山正創立１２０周年記念式典 

(5) 表彰 

  1) 叙位叙勲褒章 

    旭日双光章       安 齋 昌 弘（福 島）平成２７年１１月 ３日 

  2) 厚生労働大臣表彰 

要   信 義（福 岡）平成２８年 ３月 ８日 

3) 知事表彰等 

  ア 知事表彰      吉 野   誠（埼 玉）平成２７年１０月２３日 

江 口   忍（愛 知）平成２７年１１月１３日 

惠 美 公二郎（兵 庫）平成２７年 ５月１８日 

恒 石   真（徳 島）平成２７年 ６月 ３日 

吉 村 正 秀（福 岡）平成２８年 ２月 ２日 

     イ 知事感謝状     下 村 和 久（和歌山）平成２７年１１月３０日 

(6) 公益社団法人としての内部規程の整備 

 ・経理規程、委員会運営規程、全国師会長会運営規程、ブロック会議運営規程の 

一部改正 

 

２．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 

① 災害医療対策委員会 会議（４回） 

    ５月１０日 ８月２３日 平成２８年１月１３・３０日 

② 第２１回日本集団災害医学会 学術集会参加・発表 

平成２８年２月２７日～２８日 

③ 規程・マニュアル等作成 

    危機管理基本規程、災害支援鍼灸師派遣要領、都道府県鍼灸師会用・災害医療支

援マニュアル 

 

３．法改正対策準備室会議 

５月１０・３１日 ６月６・２０・２８日 ７月４・５日 



８月１・３０日 ９月２０・２７日 １１月１・１５日 

    会長答申後、あはき等法推進協議会に提示 

 

４．東京オリンピック・パラリンピック競技大会準備委員会     

 (1) 準備委員会開催 ３月１３日



平成２７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２７年度 研修委員会実績 

区  分 参 加 総 数 
総収入額 

(平成２７年度分) 

第３５期臨床研修会 ２４名 725,000円 

卒後フォローアップ 

セミナー 
３１名 265,000円 

専門領域研修 

（新規リスクマネジ

メント研修全体） 

実施師会 ２師会 

修了師会 １師会 修了者数 １６名 

継続実施師会 ２師会  修了者数６名 

（修了師会 ２７師会 修了者数 ６９４名） 

176,000円 

長野県、岐阜県 

 
 

専門領域研修 

（更新リスクマネジ

メント研修全体） 

実施師会 ４師会 

修了師会 ４師会 修了者数 ５６名 

継続実施師会 １師会 

（修了師会 ４師会 修了者数 ５６名） 

420,000円 

北海道、岐阜県 

長野県、三重県 

 

専門領域研修 

（スポーツ傷害研修

全体） 

実施師会 ２師会 修了師会 ０師会 

（28年度、29年度予定） 

（修了師会 ３１師会 修了者数 １,６３４名） 

180,000円 

福島県、(一社)愛知県 

 

 

専門領域研修 

（老年医学研修全体） 

実施師会 １師会 修了者数 １名 

（修了師会 ２９師会 修了者数 １,１３２名） 

2,000円 

岐阜県 

 

 

 



平成２７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 ３４５名 ６０名 １７５名 合計５８０名 

北 海 道 ７８名 １１名 ４０名  

福  島 ５９名 ５名 １０名  

東  京 ２９名 ９名 ２名  

岐  阜 ２０名 ２名 １名  

愛  知 ３０名 ４名 ５名  

三  重 ２５名 ６名 １１名  

大  阪 ２５名 １４名 ５４名  

兵  庫 ６０名 ５名 ４７名  

岡  山 １９名 ４名 ５名  

第６回臨床鍼灸スポーツフォーラム １１８名 １３名 ６４名 （一般は教員含む） 

 

（公社）日本鍼灸師会全国大会事業 出席者数 

区   分 会 員 一般 学 生 関係団体 参加総数 

第１１回神奈川大会 ４５９名 ３９名 ３３１名 ８名 ８３７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２７年度 介護予防委員会実績（介護予防運動指導員養成講座）開催無し 

開催県 
受講者数 

備 考 
会員 会員外 計 

三 重 ― ― ― 募集したが受講希望者が少なく、中止 



平成２７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 計 

東 京 ２８ ０ １ ０ ４ ３３ ４月１９日 

福 島 ５ ２ ０ ３ ２ １２ 平成２８年２月７日 

岡 山 １２ １ ０ １７ ６ ３６ 平成２８年３月６日 

新 潟 １３ １ ０ ２ ３ １９ 平成２８年３月２７日 

計 ５８名 ４名 １名 ２２名 １５名 １００名  

受講料合計：313,000円（東京：64,000円 福島：45,000円 岡山：138,000円 

新潟：66,000円） 

 

平成２７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 

混合 2 回 
混合 2 回 

32 名 
5 名×52回 

27 年 6 月～28年 3 月 

福島県 いわき市 
福島県鍼灸師

会 
二次 12回 
二次 12回 

各 1１名 
各 6 名 

26 年 8 月～10 月 
26年 11月～28年 1月 
福島県会員 
柏原 修一他 55名 

福島県 郡山市 
福島県鍼灸師

会 
今泉洋平 

一次 5 回 
一次 24回 

各 10～20名 
各 12～15名 

27 年 6 月～28年 3 月 

新潟県 新潟市 （有）日本メルツ 
二次 
18 教室×48 回 

各 10～15名 
新潟県鍼灸師会 
近 千明他 6 名 

新潟県 長岡市 
新潟県鍼灸師

会 
遠藤幸男 

混合 週 1回 各 10 名 遠藤幸男・林雄介 

新潟県 新潟市 
新潟県鍼灸師

会 
混合 1 回 15 名 

新潟県鍼灸師会 
中澤義則 他 3 名 

東京都 豊島区 
東京都鍼灸師

会 
混合 14回 
混合 14回 

各 8 名 
各 19 名 

東京都鍼灸師会 
介護予防委員会 

千葉県 市川市 松浦正人 
混合 12回 
混合 12回 

各 20 名 
各 22 名 

27 年 6 月～28年 1 月 

静岡県 富士市 リヴ・レーダ（株） 一次 18回 各 15 名 
27年 10月～28年 3月 
静岡県会員神尾隆文 
他 8 名 

岐阜県 美濃加茂市 
岐阜県鍼灸師

会 
林浩一 

混合 42回 各 15 名 毎週金曜日午後 

兵庫県 
神戸市 
芦屋市 
尼崎市 

宮川浩 
宮川永治 
中村浩士 

二次 11回 
二次 12回 
二次 10回 

各 30 名 
各 10 名 
各 15 名 

27 年 4 月～28年 3 月 



岡山県 岡山市 
和鍼灸整骨院 
吉田和彦 

二次 27回 各 12 名 27 年 4 月～10 月 

山口県 岩国市 平瀬則浩 一次 16回 各 20 名 27年 12月～28年 3月 

平成２７年度から介護予防事業は地域支援事業から総合事業に移行されました。 

 

 

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２７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 ９回発行 見積書から 見積書から ９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  6,232 5,548 37 155 

５月／６月  6,215 5,561 37 162 

７月  6,230 5,586 39 170 

８月  6,226 5,582 36 168 

９月  6,231 5,587 36 171 

１０月  6,238 5,594 36 174 

１１月／１２月  6,257 5,583 36 174 

１月／２月 60,100 6,212 5,568 36 178 

３月 60,100 6,157 5,510 61 172 

合 計 120,200 55,998 50,119 354 1,524 

備考（26年度） 90,200 63,698 56,890 366 1,504 

 

【 普 及 】 

（１）パンフレット頒布状況（平成２７年度） 

 年度初数 発行 頒布(配布)数 年度末数 

「家族みんなで はりと灸」 657 10,000 2,776 7,881 

「保険ガイド（改訂新）」タテ版 28,000 0 2,705 25,295 

「鍼灸のすすめ（新）」小冊子 19,736 0 5,206 14,530 

「鍼灸のすすめ」フラッパー 22,666 0 9,211 13,455 

「小児はり」 30,000 0 5,047 24,953 



スポーツ鍼灸（新） － 20,000 0 20,000 

 

（２）日鍼会広報ポスター 

「健康の悩みは江戸の奥方も同じでした」 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） 19,050部頒布 


