［報告事項：１］
平成 2８年度事業報告の件
１．会長、総務部
会 長：中沢良平（代表理事、公益社団法人日本鍼灸師会代議員総会副議長、危機管理委員会委員）
部 長：遠藤賢一（業務執行理事）
副部長：白井和弥
［会員数］
平成 2８年 ３月 31 日

［敬称略］
７６名

平成２８年度入会者

2 名 堀金隆司、品川慶法

平成 2８年度退会者

６名 佐々木建彦、中田妙昭、伊藤偕子、尾形吉則、桑原伸善、先﨑有香

平成 2９年 ３月 31 日

７２名

（１）会議
１）定時会員総会

04.24 郡山／ビッグパレットふくしま

２）理事会
① 第１回

04.24 郡山／ビッグパレットふくしま

② 第２回

09.19 郡山／ビッグパレットふくしま

③ 第３回

10.16 郡山／郡山商工会議所会館

④ 第４回

29.03.05 郡山／郡山市青少年会館

３）監査会
① 平成 27 年度最終監査会
② 中間監査会

04.03 郡山／珍満
29.03.05 郡山／郡山市青少年会館

４）日本鍼灸師会
① 定時代議員総会

06.05 東京／笹川記念会館

② 全国師会長会議

12.04 東京／日本鍼灸会館

③ 合同委員会

29.01.29 東京／日本鍼灸会館

５）東北ブロック
① 東北師会長会議
② 東北ブロック会議

06.25 秋田／秋田ビューホテル
06.25 ~ 26 秋田／秋田ビューホテル

６）東北鍼灸学会
① 東北鍼灸学会理事会

09.18 郡山／ビッグパレットふくしま

② 第 50 回東北鍼灸学会学術大会実行委員会
第4回

05.08 郡山／ビッグパレットふくしま

第5回

08.07 郡山／郡山市立中央公民館

第6回

09.04 郡山／郡山市青少年会館

７）福島県東洋療法保険協会
① 交流会

08.20 郡山／暖や

② 役員会

08.21 会津若松／会津若松市生涯学習総合センター

８）全国青年部長会議
９）業界団体説明会

11.01 神奈川／パシフィコ横浜
29.03.10 郡山／福島医療専門学校

１０）福島医療専門学校教育課程編成委員会
第3回

07.24 郡山／福島医療専門学校

第4回

29.01.22 郡山／福島医療専門学校

１１）福島医療専門学校評議員会

29.03.26 郡山／福島医療専門学校

（２）法人事務
１）公文書等作成、管理
２）入退会等名簿管理
３）議事録作成、管理
４）財務諸表管理
５） 会務通信
① 福鍼会だより
② 会長ペーパーブログ
③ 電子メール（ニュースレター）
６）内閣府ポータルサイト管理
７）慶弔
慶事
① 福島医療専門学校入学式

04.07 郡山／郡山ビューホテルアネックス

② 三瓶和樹先生

29.01.29

③ 三瓶美智先生（旧姓：関根）

29.01.29

④ 福島医療専門学校卒業式

29.03.11 郡山／郡山ビューホテルアネックス

弔事
① 鈴木暢弘先生御尊父様
② 外部監事武藤永治先生御尊父様
③ 竹本利光先生奥様
お見舞い
① 桑原伸善先生
② 竹村 裕先生
（３）事業
１）鍼灸学術の振興発展並びに医学的研究及び資質向上に関する事業
① 定期学術講習会
② 第 65 回全日本鍼灸学会学術大会北海道大会

06.10 ~ 12 北海道／札幌コンベンションセンター

③ 東北鍼灸学会学術大会福島大会

09.18 ~ 19 郡山／ビッグパレットふくしま

④ 日本鍼灸師会全国大会 in 福岡

10.09 ~ 10 福岡／パピヨンプラザ２４

⑤ 世界鍼灸学会連合会学術大会 2016

11.05 ~ 06 茨城／つくば国際会議場

⑥ 鍼灸臨床研修指導者の育成事業
⑦ 療養費等適正運用指導研修会
第１回

06.05 郡山／赤木公民館

第２回

08.21 会津若松／会津若松市生涯学習総合センター

第３回

12.18 郡山／郡山ビックアイ 市民交流プラザ

⑧ 国際医療技術財団災害時医療研修
⑨ 日本集団災害医学会学術総会・学術集会

29.02.13 ~ 15 愛知／名古屋国際会議場

⑩ 厚生労働大臣免許保有証申請
⑪ 災害支援マニュアル作成
⑫ 日本鍼灸師会災害支援鍼灸師養成講座

29.02.05 東京／日本鍼灸会館

２）地域住民に対する施術奉仕活動に関する事業
① 郡山シティーマラソン大会
② いわきサンシャインマラソン

04.29 郡山／開成山陸上競技場
29.02.12 いわき／小名浜港アクアマリンパーク

3）地域包括ケア推進事業
① 介護者のつどい

07.27 いわき／常磐・遠野地域包括支援センター

4）相談事業
① まるごとけんこうフェア
② 誰でもできるツボ教室

10.09 郡山／郡山市保健所
29.02.11 郡山／郡山市保健所

5）鍼灸の普及啓発に関する事業
① 一般県民への公開講座の実施事業
② 広報誌及びパンフレット発行事業

09.19 郡山／ビッグパレットふくしま

③ Web（インターネット）による情報提供事業
④ 静岡放送局の取材対応

29.02.11

２．学術部
部 長：三瓶真一（副会長）
副部長：三瓶美智
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国学術部長会議

07.03 東京／花田学園

２）日本鍼灸師会全国青年部長会議

07.03 東京／花田学園

（２）事務
１）学術功労会長賞（定期学術講習会皆勤賞）
［受賞者（敬称略）
］
安齋昌弘、遠藤賢一、太田友理香、小沼慎介、片平好晃、佐藤佳代子、佐藤今一、三瓶和樹、三瓶真一、
先﨑有香、中沢良平、永山剛士、根本一郎、箱岩義郎、橋本修一、古市文子、益子勝良、眞弓寿世、山内隆一
２）公益財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修申請書作成
［受賞者（敬称略）
］
安齋昌弘、遠藤賢一、太田友理香、小沼慎介、樫村由美子、柏原修一、片平好晃、熊坂和樹、郡 剛志、
佐藤佳代子、佐藤今一、三瓶和樹、三瓶真一、三瓶美智、白井和弥、鈴木暢弘、先﨑有香、長尾宗典、中沢良平、
永山剛士、根本一郎、箱岩義郎、橋本修一、古市文子、堀金隆司、益子勝良、眞弓寿世、矢吹 淳、山内隆一、
米倉良平
３）第 4 回専門領域研修（鍼灸安全リスクマネジメント）更新対象者
相田洋二、安齋昌弘、今泉洋平、遠藤賢一、小沼慎介、樫村由美子、片平好晃、斎藤俊介、佐藤今一、三瓶真一、
白井和弥、竹村 裕、竹本利光、中沢良平、永山剛士、根本一郎、箱岩義郎、橋本修一、矢吹 淳、山内隆一、
米倉良平
４）公益財団法人東洋療法試験財団生涯研修理事長賞
［受賞者（敬称略）
］
遠藤賢一、柏原修一、永山剛士、箱岩義郎、米倉良平

（３） 事業
１）定期講習会・学術大会・研修会事業
① 春季学術講習会 兼 生涯研修会 専門領域研修会

04.24 郡山／ビッグパレットふくしま

第１部
演題：
「地域ケアと鍼灸師の役割」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長・日鍼会臨床研修会修了者 中沢良平
第２部
演題：
「障がい者のスポーツ鍼灸」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 鈴木暢弘
② 第 65 回全日本鍼灸学会学術大会北海道大会

06.10 ~ 12 北海道／札幌コンベンションセンター

兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
ポスター発表
演題：
「第 64 回大会ふくしま大会の準備・運営についてのワークショップ

どのように地元鍼灸師の学術向上に生かすか」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長・
（公社）全日本鍼灸学会 東北支部長 中沢良平
（一社）福島県鍼灸師会 副会長・学術部長 三瓶真一
07.10 宮城／東北大学医学部

③ 全日本鍼灸学会東北支部学術集会
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演１
演題：
「被災者に対する鍼灸治療について」

講師：帝京平成大学ヒューマンケア学部 鍼灸科 教授 今井賢治 先生
講演 2
演題：
「災害鍼灸の有用性をその作用機序から考察する」
講師：統合医療クリニック 高橋医院 院長 高橋 徳 先生
学生発表 ＆ 一般口演
07.31 会津若松／会津医療センター

④ 夏季学術講習会 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演 1
演題：
「医療連携・紹介状について」

演者：福島県立医科大学会津医療センター 循環器内科学講座 講師 宗像源之 先生
講演 2
演題：
「医療連携・会津医療センターでの鍼灸治療について」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 助手 古田大河 先生
講演 3
演題：
「専門領域・スポーツ傷害『スポーツ生理学』
」
講師：福島医療専門学校 非常勤講師 益子勝良 先生
⑤ 東北鍼灸学会学術大会 兼 生涯研修会

09.18 ~ 19 郡山／ビッグパレットふくしま

兼 専門領域研修会
実技講演
演題：
「経絡乗り換え案内 動的鍼灸臨床『ダイナミックロトセラピー』
」
講師：ダイナミックロトセラピー創始者 溝口哲哉 先生
講演
演題：
「スポーツ傷害に対する初期治療から復帰まで」
講師：日本オリンピック委員会（JOC）医科学強化スタッフ 大高 茂 先生
講演
演題：
「運動における呼吸の役割と鍼灸の影響について」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 准教授 鈴木雅雄 先生
ポスター発表
「東北各県師会のスポーツ鍼灸の取り組み」
青森県鍼灸師会 三戸敦雄 先生
秋田県鍼灸師会 高橋 明 先生
宮城県鍼灸師会 髙橋はるか 先生
山形県鍼灸師会 奥山千晴 先生
福島県鍼灸師会 永山剛士、太田友理香

特別講演１
演題：
「女性がスポーツとうまく付き合うために」
講師：福島県立医科大学性差医療センター 部長 小宮ひろみ 先生
特別講演 2
演題：
「日本鍼灸のこれからを考える」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 教授 三潴忠道 先生
東北ブロック青年部ワークショップ
演題：
「スポーツ鍼灸ムーブメントを起こすために」
講師：呉竹学園東洋医学臨床研究所 所長 古屋英治 先生
市民公開講座
演題：
「こんなにも便利、知らなかった『東洋医学』
～ 日常生活から競技者、スポーツ愛好家へ経絡ストレッチのすすめ」
講師：帝京大学医療技術学部 スポーツ医療学科 非常勤講師 朝日山一男 先生
⑥ 第 12 回（公社）日本鍼灸師会全国大会

10.09 ~ 10 福岡／パピヨンプラザ 24

in 福岡 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
危機管理委員会セッション
演題：
「災害時の地域ケアシステムと地域包括ケアシステムの近似性と関連性」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長・日鍼会臨床研修会修了者 中沢良平
青年委員会講座
演題：
「不妊治療のススメ」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 副会長・学術部長・日鍼会臨床研修会修了者 三瓶真一
11.27 岩手／盛岡医療福祉専門学校

⑦ 全日本鍼灸学会東北支部 B 講座
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演
演題：
「社会に貢献する不妊治療」

講師：
（一社）福島県鍼灸師会 副会長・学術部長・日鍼会臨床研修会修了者 三瓶真一
⑧ International Conference of World

11.05 ~ 11.06 茨城／つくば国際会議場

Federation of Acupuncture-Moxibustion
Societies Tokyo／Tsukuba2016
ポスター発表
演題：
「Challenges uncovered in acupuncture care activities at Great East Japan Earthquake evacuation sites」
講師：Fukushima Acupuncture Moxibustion Association Ryohei Nakazawa
⑨ 冬季学術講習会 兼 生涯研修会

12.18 郡山／郡山ビッグアイ 市民交流プラザ

兼 専門領域研修会 共催 日本鍼灸師会学術講習会
第1部
演題：
「スポーツ傷害・骨折・挫傷について」
講師：福島医療専門学校 非常勤講師 益子勝良 先生
第2部
療養費等適正運用指導研修会 （一社）福島県鍼灸師会 保険部
第3部
演題：
「会津医療センターにおける漢方診療について」

講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 准教授 鈴木朋子 先生
第4部
演題：
「プライマリ・ケアと多職種協働」
講師：きらり健康生活協同組合 上松川診療所 所長 春日良之 先生
29.01.15 郡山／福島医療専門学校

⑩ 全日本鍼灸学会東北支部認定 A 講座
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演１
演題：
「脳の構造と機能」

講師：東北大学歯学部 口腔器官構造分野 教授 市川博之 先生
シンポジウム
演題：
「若手鍼灸師がのぞく未来（あした）の臨床」
シンポジスト：郡 剛志、卒後 5～10 年未満の鍼灸師、鍼灸研修生等
座長：吉本 豊 先生、小沢 薫 先生
講演 2
演題：
「鍼灸臨床に必要な身体診察」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 准教授 鈴木雅雄 先生
２）講師派遣事業
07.21 福島／福島県立医科大学医学部

① 福島県立医科大学実技講義
鍼灸実技

講師：福島県立医科大学医学部 非常勤講師 中沢良平、太田友理香、関根美智
10.09 ~ 10.10 福岡／パピヨンプラザ 24

② 第 12 回（公社）日本鍼灸師会全国大会
in 福岡
危機管理委員会セッション

演題：
「災害時の地域ケアシステムと地域包括ケアシステムの近似性と関連性」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長・日本鍼灸師会危機管理委員会委員 中沢良平
青年委員会講座
演題：
「不妊症治療のススメ」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 副会長・学術部長・日鍼会臨床研修会修了者 三瓶真一
11.27 岩手／盛岡医療福祉専門学校

③ 全日本鍼灸学会東北支部 B 講座
演題：
「社会に貢献する不妊治療」

講師：
（一社）福島県鍼灸師会 副会長・学術部長・日鍼会臨床研修会修了者 三瓶真一
④ 日本集団災害医学会総会・学術集会

29.02.13 ~ 15 愛知／名古屋国際会議場

演題：
「災害時の地域システムにおける鍼灸の役割」
講師：
（公社）日本鍼灸師会危機管理委員会 委員 中沢良平
３）鍼灸臨床研修指導者育成事業
① 日本鍼灸師会鍼灸臨床研修会派遣

09.19 ~ 21 東京／日本鍼灸会館

４）地区別研修会 兼 ボランティア支援事業
① 郡山シティーマラソン大会

04.29 郡山／開成山陸上競技場

② まるごとけんこうフェア

10.09 郡山／郡山市保健所

③ 誰にでもできるツボ教室

29.02.11 郡山／郡山市保健所

④ いわきサンシャインマラソン

29.02.12 いわき／小名浜港アクアマリンパーク

３．事業部
部 長：山内隆一
副部長：小沼慎介
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国普及・広報部長会議

07.03 東京／花田学園

（２）事務
１）関係法規資料収集
２）新法人運営研究
３）福鍼会だより発行
第 123 号

05.09

第 124 号

08.05

第 125 号

09.26

第 126 号

10.18

第 127 号

29.01.11

第 128 号

29.02.13

第 129 号

29.03.17

（３）事業
１）奉仕活動推進事業
① 郡山シティーマラソン大会
② いわきサンシャインマラソン

04.29 郡山／開成山陸上競技場
29.02.12 いわき／小名浜港アクアマリンパーク

２）地域包括ケア推進事業
① 介護者のつどい

07.27 いわき／常磐・遠野地域包括支援センター

３）相談事業
① まるごとけんこうフェア

10.09 郡山／郡山市保健所

② 誰にでもできるツボ教室

29.02.11 郡山／郡山市保健所

４）鍼灸の普及啓発に関する事業
① 『広報 ふくしんかい 』第８9 号発行
② Web（インターネット）による情報提供

29.01.23

４．組織部
部 長：柏原修一
副部長：竹村 裕
：太田友理香
（１）会議
１）日本鍼灸師会 全国組織・共済部長会議

07.03 東京／花田学園

２）日本鍼灸師会 全国青年部長会議

07.03 東京／花田学園

（２）事務
１）被災状況調査
２）障がい者対策
① 電子データ検証
② 文字フォント検証
③ 音声対応
３）新入会員アンケート
（３）事業
１）組織事業
① 入会勧誘キャンペーン
② 鍼灸専門学校等他団体等交際
③ 業界団体説明会

29.03.10 郡山／福島医療専門学校

④ 鍼灸女子会
定期講習会
第1回

05.29 郡山／21 世紀公園麓山の杜 とんがりふれあい館

演題：
「アロマボディークリーム作り」
講師：ふじ鍼灸治療院 院長 佐藤春奈 先生
第２回

09.18 郡山／ゆみ治療室

合宿勉強会：東北鍼灸学会福島大会
⑤ 災害時会員連絡網の設置
２）共済事業
① 鍼灸医療事故対策
② 日本鍼灸師会保障プラン加入勧奨
③ 国民年金基金加入勧奨
３）青年委員会事業
① 青年委員会講習会
第1回
テーマ：
「日本鍼灸によるアスリートのケア」
第１部
演題：
「M-test 総論」

04.10 郡山／郡山地域職業訓練センター

講師：国立大学法人筑波大学保健科学部 附属東西医学統合医療センター 櫻庭 陽 先生
第２部
演題：
「M-test 実技」
講師：国立大学法人筑波大学保健科学部 附属東西医学統合医療センター 櫻庭 陽 先生
第2回

12.04 いわき／いわき高原処農家そば屋

お灸フェス in いわき
テーマ：
「歩く×健康×お灸」
② 平成 28 年度青年委員会総会

04.24 郡山／ビッグパレットふくしま

４）地域医療推進委員会事業
① 「在宅鍼灸マニュアル」の作成
② 地域包括ケアシステム参入への取り組み
「介護者のつどい」

07.27 いわき／常磐・遠野地域包括支援センター

５．保険部
部 長：橋本修一（国民年金基金代議委員）
副部長：粒来和正
（１）会議
１）日本鍼灸師会保険部長会議

07.03 東京／花田学園

２）福島県東洋療法保険協会
① 福島県保険者訪問

04.27 福島／各保険者

② 役員会

08.21 会津若松／会津若松市生涯学習総合センター

３）国民年金基金 代議委員会 理事会
① 第 47 回代議委員会 第 48 回理事会

09.11 東京／日本鍼灸会館

② 第 48 回代議委員会 第 49 回理事会

29.02.11 東京／日本鍼灸会館

（２）事務
１）療養費等適正化事務
① 福島県後期高齢者医療広域連合・
福島県保健福祉部国民健康保険課
２）各保険者との取次事務
① 国民健康保険団体連合会
（３）事業
１）療養費等適正運用指導事業
① 療養費等適正運用指導研修会
第１回

06.05 郡山／赤木公民館

第２回

08.21 会津若松／会津若松市生涯学習総合センター

第３回

12.18 郡山／郡山ビッグアイ 市民交流プラザ

２）保険に関する相談事業
３）事業推進意見収集アンケート

05.23

平成２9 年度 事業計画
１． 会長、総務部
会 長：中沢良平（代表理事、公益社団法人日本鍼灸師会代議員総会副議長、危機管理委員会委員）
部 長：遠藤賢一（業務執行理事）
副部長：白井和弥
［会員数］
平成 29 年 3 月 31 日

７２名

（１）会議
１）定時会員総会

04.23 郡山／中央公民館（勤労青少年ホーム）

２）理事会
第１回

04.23 郡山／中央公民館（勤労青少年ホーム）

第２回
第３回
３）監査会
➀ 平成２8 年度最終監査会

04.02 郡山／郡山ビューホテル

４）日本鍼灸師会
① 定時代議員総会

06.04 東京／花田学園

② 全国師会長会議

11.26 東京／日本鍼灸会館

③ 合同委員会

30.01.28 東京／日本鍼灸会館

④ 全国普及・広報部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

⑤ 全国組織・共済部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

５）東北ブロック
① 東北師会長会議
② 東北ブロック会議

06.24 青森／
06.24 ~ 25 青森／

６）東北鍼灸学会
① 理事会

09.02 山形／霞城セントラル

７）福島県東洋療法保険協会
① 役員会
８）福島県民医療推進協議会総会

福島／福島県医師会館

９）福島県知事懇談会

福島／知事公館

（２）法人事務
１）公文書等作成、管理
２）入退会等名簿管理
３）議事録作成、管理
４）財務諸表管理
５）会務通信
① 福鍼会だより
② 電子メール（ニュースレター）

６）内閣府ポータルサイト管理
７）慶弔
① 福島医療専門学校入学式

04.04 郡山／郡山ビューホテルアネックス

② 福島医療専門学校卒業式
８）関係法規資料収集・研究
９）新法人運営研究
10）会員アンケート
11）日本鍼灸師会組織部アンケート調査
（３）事業
１）鍼灸学術の振興発展並びに医学的研究及び資質向上に関する事業
① 定期学術講習会
② 東北鍼灸学会学術大会山形大会

09.02 ~ 03 山形／山形市保健センター

③ 日本鍼灸師会全国大会 in 大阪

10.08 ~ 09 大阪／マイドームおおさか

④ 介護予防指導委員会研修会
⑤ 鍼灸臨床研修指導者の育成事業

09.16 ~ 18 東京／

⑥ 療養費等適正運用指導研修会
⑦ 国際医療技術財団災害時医療研修
２）地域住民に対する施術奉仕活動に関する事業
① 郡山シティーマラソン大会
② いわきサンシャインマラソン

04.29 郡山／開成山陸上競技場
いわき／小名浜港アクアマリンパーク

３）介護予防地域支援事業
４）地域包括ケア推進事業
５）相談事業
① 自分でできるツボ押し教室
② まるごとけんこうフェア
６）鍼灸の普及啓発に関する事業
① 一般県民への公開講座の実施事業
② 広報誌及びパンフレット発行事業
③ Web（インターネット）による情報提供事業
７）組織事業
① 入会勧誘キャンペーン
② 鍼灸専門学校等他団体等交際
③ 業界団体説明会
８）共済事業
① 鍼灸医療事故対策
② 日本鍼灸師会保障プラン加入勧奨
③ 国民年金基金加入勧奨

09.09 郡山／郡山市保健所
郡山／郡山市保健所

２．学術部
部 長：三瓶真一（副会長）
副部長：三瓶美智
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国学術部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

２）日本鍼灸師会全国青年部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

（２）事務
１）学術功労会長賞（定期学術講習会皆勤賞）
２）公益財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修申請書作成
（３） 事業
１）定期講習会・学術大会・研修会開催事業
（勤労青少年ホーム）
04.23 郡山／郡山中央公民館

① 春季学術講習会 兼 生涯研修会
兼 専門領域研修会
第１部
演題：
「スポーツ整形学」
講師：福島医療専門学校 非常勤講師 益子 勝良 先生
第２部

演題：
「療養費等適正運用指導研修会」および「本会生涯研修会・専門領域研修会について」
講師：保険部・学術部
②平成２9 年度全日本鍼灸学会東北支部
認定Ａ･Ｂ講座 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
③ 夏季学術講習会 兼 生涯研修会 兼 専門領域研会

07.09 岩手/いわて県民情報交流センター
（アイーナ）
07.02 会津若松／会津医療センター

第1部
演題：
「めまい・フラつきについて」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 循環器内科学講座 講師 宗像源之 先生
第2部
演題：
「COPD の鍼灸治療」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 漢方医学講座 准教授 鈴木雅雄 先生
第3部
演題：
「スポーツ傷害・適応の判定」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 財務副部長・日鍼会臨床研修会修了者 箱岩義郎
④ 東北鍼灸学会学術大会山形大会 兼 生涯研修会

09.02～03 山形／山形市保健センター

兼 専門領域研修会
⑤ 第１3 回（公社）日本鍼灸師会全国大会

10.08 ~ 09 大阪／マイドームおおさか

兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
⑥ 平成２9 年度全日本鍼灸学会東北支部学術集会

10.15 仙台／東北大学医学部

兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
⑦ 冬季学術講習会 兼 生涯研修会

郡山／

兼 専門領域研修会
２）講師派遣事業
３）鍼灸臨床研修指導者育成事業
① 日本鍼灸師会鍼灸臨床研修会派遣

09.16 ~ 18 東京／

② 東北鍼灸学会学術大会山形大会発表

09.02 ~ 03 山形／山形市保健センター

４）地区別研修会 兼 ボランティア支援事業
① 郡山シティーマラソン大会

04.29 郡山／開成山陸上競技場

② 自分でできるツボ押し教室

09.09 郡山／郡山市保健所

③ まるごとけんこうフェア

郡山／郡山市保健所

④ いわきサンシャインマラソン

いわき／小名浜港アクアマリンパーク

３．保険部
部 長：橋本修一
副部長：粒来和正
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国保険部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

２）福島県東洋療法保険協会役員会
（２）事務
１）療養費等適正化事務
２）各保険者との取次事務
（３）事業
１）療養費等適正運用指導事業
➀ 第１回 療養費等適正運用指導研修会

04.23 郡山／郡山中央公民館（勤労青少年ホーム）

② 第２回 療養費等適正運用指導研修会

会津若松／会津医療センター

③ 第３回 療養費等適正運用指導研修会

郡山／

２）福島県保険者訪問
３）自賠責保険に関する推進事業
４）保険に関する相談事業

４．災害対策委員会
（１）事務
１）災害対策研究
（２）事業
１）国際医療技術財団災害時医療研修
２）災害時会員連絡網の整備

福島／各保険者

５．スポーツ鍼灸委員会
（１）事業
１）地域住民に対する施術奉仕活動に関する事業
① 郡山シティーマラソン大会
② いわきサンシャインマラソン

04.29 郡山／開成山陸上競技場
いわき／小名浜港アクアマリンパーク

６．広報・IT 委員会
（１）事業
１）鍼灸の普及啓発に関する事業
① 広報誌及びパンフレット発行事業
② Web（インターネット）による情報提供事業

７．青年委員会
（1）会議
1）日本鍼灸師会全国青年部長会議

10.08 大阪／マイドームおおさか

（2）事業
1）青年委員会事業
① 交流会
② 講習会
③ 青年委員会総会

８．鍼灸女子委員会
（1）事業
1）鍼灸女子会事業
① 交流会
② 講習会

９．療養費等適正運用指導委員会
（1）事業
１）療養費等適正運用指導事業
➀ 第１回 療養費等適正運用指導研修会

04.23 郡山／郡山中央公民館（勤労青少年ホーム）

② 第２回 療養費等適正運用指導研修会

会津若松／会津医療センター

③ 第３回 療養費等適正運用指導研修会

郡山／

２）保険に関する相談事業
３）療養費等審査業務の強化

10．地域医療推進委員会
（1）事業
１）介護予防地域支援事業
２）地域包括ケア推進事業
３）
「在宅鍼灸マニュアル」の作成・充実化
４）地域健康イベントへの参加

11．選挙管理委員会
（1）事業
１）

12．障がい者対策委員会
（1）事業
１）

