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初年巻頭言 
                      

 

 

 

 

 

 

会長 石川 英樹 
               

 

新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様にはおかれましては、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げ

ます。 

さて、今年は十二支の始まり子年です。 

過去の子年の出来事を振り返ると、1960年(昭和 35年)には、池田内閣が出した「所得

倍増」政策により、経済は飛躍的に伸びました。ここから日本の経済は高度成長により

発展しました。 

1972年(昭和 47年)は、札幌でアジア初の冬季オリンピックが開かれ、日の丸飛行隊が

メダルを独占しましたが、私はまだ幼く生で見た記憶がありません。 

1984年(昭和 59年)には未解決のグリコ森永事件が発生し、キツネ目の男のモンタージ

ュは今でも記憶に残っています。 

1996年(平成 8年)は、アムラーファッションやルーズソックスが流行し、私もまだ 20

代だったので、当時の彼女たちの服装も相当影響を受けていたのを思い出します。 
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2008 年はリーマンショック！！！私は株をやっていませんでしたが、株価やその影響

で相当大変な思いをした患者さまや友人が多数おりました。 

そして、忘れてはいけないのが、今なおその解釈において議論されている「あはき法」

の施行が 1948年（昭和 23年）1月 1 日（昭和 22年 12月 20日公布）です。 

当時の厚生省の解釈では、我々あはき師は本当の意味で医業の限定解除であったと思

われる資料を時々目にしますが、そのスタンスで現在の厚生労働省と議論しても何も進

展しません。 

役人は基本的に政府の見解を代弁するだけで、表向きはそれ以上でもそれ以下でもな

いのです。 

いま私達がやるべきなのは解釈論ではなく、あはき師が国民のために何ができるかを、

より大きく発信して広く共有する事だと考えています。 

受領委任払いへの移行やあはき柔整広告検討会等、まさに今、大きく発信して広く共

有できる可能性がある次のステージに入っています。現役学生や将来あはき師を目指す

子供達の時代で更に飛躍する為にも、会員の皆様一人一人の力をお借りしながら一歩先

を見据えた価値観の創造に努めて参りたいと思います。 

理想論になるかもしれませんが、その活動が政府の見解を動かせるような大きな流れ

を作り出し、いつの日か子供達が将来になりたい職業ランキングのトップに鍼灸マッサ

ージ師が選ばれるような未来を目指して活動していきます。 

子年は本当にいろんな意味でバラエティに富んだ、そして政治経済だけではなく国民

を巻き込んだ大きな事件や社会の意識が変革する年のようです。 

そして今年はいよいよ東京オリンピックが開催されます。 

他国に押され気味の日本の鍼灸マッサージが国際的に評価される好機でもあります。 

私はボランティア面談の予定日が台風被害の直後だったので、残念ですが面談の辞退

を申し入れましたが、参加される鍼灸マッサージ師の皆様のご活躍に期待しておりま

す。今年も理事一同力を合わせて県民のために精一杯活動していきますので、ご協力の

程よろしくお願い致しマウス=^_^= 
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理事新年ご挨拶 
 

川端隆治 

公益社団法人 次席副会長 

 

新年あけましておめでとうございます。 

今年は、東京オリンピック開催年であり、これからが忙しくなるかなぁと思いながら過

ごしております。 

現時点では、直接オリンピックに絡むことができず残念ではありますが、自国開催で

もあり盛り上げていければと考えております。 

 

さて、県師会の仕事も毎年のことではありますが、各理事の皆様がほぼ手弁当で活動

していることに、頭が下がります。 

私は、この状況が少しでも改善できるように、協同組合の業務内容を見直しして、会

員と協同組合に少しでも利益が上がるように仕組みづくりを、理事及び会員の皆様と考

えていきたいと思います。 

 

また、全国の県師会の会員数も減少傾向にあり、歯止めをかけるべく、抜本的な改革

が必要に思います。 

公益に関しては、活動内容を集約し、理事負担が多くならないようにしていければと

思いますので総務局として、様々なことをしていければと思います。 

 

また、対外的な活動にも積極的に参加し、鍼灸マッサージの啓蒙活動をささやかなが

らしていきたいと思います。 

本年もよろしくお願い致します。 
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濵田将光 

公益社団法人 常務理事 高齢者支援局長 

 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は台風により、千葉県内でも大きな被害が出ました。 

被害を受けた方々へはお見舞い申し上げます。 

今年はオリンピックイヤーとなり、盛り上がりを見せてきています。 

そちらに向けて準備をされている先生方、また、スポーツをされている方に対しての

施術の勉強をされている先生方も増えているかと思います。 

身体機能を高める意味では、高齢者や障碍者の方々へのアプローチも同じで、その知

識や技術を介護予防なども向けていただけると幸いです。 

皆さんで多くの方々の健康を願っていきたいと思います。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

元吉正幸  

公益社団法人 学術部長 

 

新年あけましておめでとうございます。 

鍼灸マッサージの学術は、科学全般の実践的な学問を統合し、全人的医療ができるこ

とだと思います。 

それにはまず自分自身がその「ふるまい」をすることだと感じます。 

特にキーワードとして報酬系回路が機能しているということです。 

令和のミッションは報酬系の実践をしていきたいと思います。 

科学を身につけ、その上での金銭的報酬をいただくための探求を構築していきます。 

本年もよろしくお願い致します。 
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★☆★☆★ 
 

西村亮輔 

公益社団法人 広報部長 

 

新年あけましておめでとうございます。 

近年、広報のあり方も大きく変わってまいりました。 

日本国民の 60パーセント以上がスマートフォンを持ち、情報はテレビや紙媒体よりも

インターネットで習得する時代となりました。 

情報発信も、本や新聞、チラシなどの紙媒体から、フェイスブックやインスタグラム

ユーチューブなどの SNSでの発信に移り変わってきております。 

時代のニーズに合わせ、紙媒体だけでなく、SNS を中心とした、インターネットでの

情報発信も考えていかねばならないと考えております。 

本年も鋭意頑張っていこうと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

平岩恵子   

研修会担当 

 

明けましておめでとうございます。 

研修会担当させていただいております。 

今年はオリンピックの年と言う事で、研修会もより楽しく実のあるものにできたらと

考えています。 
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千葉県鍼灸マッサージ師会の私たち会員が誇りを持って治療できる研修の場を考え

て、作り、提供して行きたいです。 

 

研修係みんなで力を合わせ実行したいと思います。 

どうか、皆様もご参加ご協力よろしくお願い致します。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

桐谷 宗孝  

スキルアップ研修会担当 

 

会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

昨年度からスキルアップ研修会の担当をやらせていただいております。 

昨年は、多くの講師の先生にお越しいただき、また、多くの方々が受講されました。 

 

会員の皆様が興味を持てるような研修会、または素晴らしい講師の先生方をお招きし

てこれからも頑張って研修会を開催していきたいと思っています。 

 

そして何よりも、研修会で習ったことが臨床や経営で役に立つ研修会を開催したいと

思っております。 

今年もよろしくお願い致します。 

 

 

 



千葉県鍼灸マッサージ師会会報 2020年初年号 

 

第６回地域健康つくり指導者研修会 in千葉 

 

高齢者支援局 濵田将光 

 

千葉県鍼灸マッサージ師会での地域健康つくり指導者研修会も今年で６回目の開催となりました。 

例年通り講師には、藤林克仁先生のご協力をいただき、『介護予防で使えるツボ指導』を行ってい

ただきました。 

患者様と１対１で話すことはあっても複数の方を相手に話すことはないため、いろいろな話術も含

めてお話をしていただきました。 

 

また、特別講演といたしまして、千葉県で最初に認知症カフェ・ケアラーズカフェに取り組まれた

布川佐登美氏をお招きして『視点とネットワーク』～介護家族が期待する支援と施術の効果～と、

題してご講演をいただきました。 

カフェを始めるまでの経緯や、認知症の当事者や家族の現状、我々に携わってほしいことなど、幅

広いお話をしていただきました。 

なぜにこのような方をお呼びしたかというと、医療、介護と私たちは密接であるのになかなかいい

関係を築くことができないなどの現状があります。 

布川佐登美氏は介護関係者ではない立場でご自身の経験に基づき行っています。 

現在では、各自治体や行政などから意見を求められたり、フォーラムなどでは講師をしたりと多忙

な生活をされています。 

このような方の取り組みを知っていただき、自分たちで出来ることを見つけてほしいなと思いまし

た。地域に根差す鍼灸マッサージをしていくにはいろいろなことに取り組み、存在をアピールして

いくことが必要かと思います。 

 

いろいろなテーマをご用意してお待ちしていますので、会員様におきましては今後もご参加のほど

をよろしくお願いいたします。 
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☆ 令和元年の主な理事活動 ☆ 

 

日時 内容 場所 

1月 13日 千葉県鍼灸マッサージ師会・協同組合理事会 県師会事務所 

 1月 13日 地域代表者会議 県師会事務所 

1月 17日 千葉県庁・千葉県医師会等の挨拶回り 各所 

1月 26日 柏駅伝大会ボランティアマッサージ 柏の葉陸上競技場 

1月 27日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

2月 16・17日 地域健康つくり指導者研修会 in東京 
新宿鍼灸柔整歯科衛生 

専門学校 

3月 7日 千葉県立千葉盲学校卒業式 千葉県立千葉盲学校 

3月 17日 東葛地区学術研修会 柏市中央公民館 

4月 10日 千葉県立千葉盲学校入学式 千葉県立千葉盲学校 

4月 16日 柏市介護支援専門員協議会定期総会  アミュゼ柏 

4月 21日 千葉県鍼灸マッサージ師会・協同組合理事会 県師会事務所 

5月 19日 千葉県鍼灸マッサージ師会・協同定期総会 県師会事務所 

6月 16日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

6月 23日 
富里スイカロードレース 

ボランティアマッサージ 
富里中学校体育館 

6月 23日 東葛支部総会 パレット柏 

6月 30日 千葉県鍼灸マッサージ師会・協同組合理事会 県師会事務所 

7月 7日 千葉県認知症カフェフォーラム 千葉市総合保健医療センター 

7月 14日 アイパートナー協会立ち上げ式 県師会事務所 

8月 4日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

9月 1日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

9月 21日 世界アルツハイマーデーイベント イオンモール柏 

9月 29日 県民公開講座 千葉市民会館 

10月 6日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

10月 20・21日 東洋療法推進大会 in神奈川 新横浜プリンスホテル 

11月 3日 心のケアシンポジウム 八千代市生涯学習プラザ 

11月 10日 茨城県保険勉強会講師 茨城県水戸市 

11月 10日 千葉県鍼灸マッサージ師会・協同組合理事会 県師会事務所 

11月 17日 スキルアップ研修会 県師会事務所 

12月 1日 地域健康つくり指導者研修会 in千葉 県師会事務所 

12月 8日 関東甲越地区ブロック協議会 栃木県那須町 

12月 22日 スキルアップ研修会 県師会事務所 
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今後の予定 

日程 内容 場所 

令和 2年 1月 19日（日） 

     13時～16時 

スキルアップ研修会 石原 克己 先生 

「九鍼」 
県師会事務所 

令和 2年 2月 16日（日） 

     13時～16時 

スキルアップ研修会 金子 武良 先生 

「ソフト指圧」 
県師会事務所 

令和 2年 2月 23日（日） 

     10時～16時 

【10時～12時】 SNS活用セミナー 富田 良治 氏 

「SNSを活用した治療院集客術」 
県師会事務所 

【13時～16時】療養費保険研修会 往田 和章 先生 

「今後の鍼灸・マッサージ療養費保険について」 

令和 2年 3月 1日（日） 

     10時～16時半 

第 2回学術研修会 

※詳しい内容は上記のお知らせにて 
県師会事務所 

 
※以上の予定につきましては、それぞれ書面をもって通知いたします。 

ご不明な点は事務局(tel043-301-3489)までお問合せ下さい 

 

第 2回学術研修会のお知らせ 
 

【日 時】令和 2年 3月 1 日（日）10：00～16：30 

【場 所】県師会事務所 研修室 四街道市四街道 1-3-13 山一ビル 202 

【費  用】 2,000円  
 

＜午前の部＞ 

【時 間】 10：00～12：00 

【演 題】 「極限状態における災害時の鍼灸」 

【講 師】 今井賢治 帝京平成大学院 健康科学研究科 鍼灸学専攻 専攻長 

              帝京平成大学 附属東洋医学研究所 所長 

＜午後の部＞ 

【時 間】 13：00～16：30 

【講演 1】「看護の立場から人間をケアすることの意味と価値」 

【講演 2】「令和時代の総合医療・多職種連携の基礎となる協業と分業」～経験知から技術へ～ 

【講 師】 川島みどり  健和会臨床看護学研究所所長、社)日本て・あーて推進協会代表 

日本赤十字看護大学名誉教授、看護実践事例集積センター長 

 

【要 旨】  看護は、人間が人間らしくその人らしく生きて行くことを可能にする「生命を維持・継続する日常

的、習慣的ケア」である。ごくありふれたケアではあるが、医薬品・機器には依存せず、看護師自身

の存在と身体ツールにより、プロセスは気持ちよく、内面の治癒力を最大に発揮する。また、統合

医療は、多彩な治療体系の総合であるが、領域を超えて共有できるコア理論は未確立である。

何れも実践に依拠していることから、技術論を主軸にしたアプローチはかなり有用であろう。 
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千葉県鍼灸マッサージ協同組合よりお知らせ 
  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 廃鍼事業  

協同組合では感染性廃棄物の処理を適切に行っていただくために、下記の内容にて廃鍼事業を行

っております。 

7L 2,２00 円(税込) 20L 2,６４0 円(税込) 

  

 

 鍼灸マッサージ管理システム(レセプトシステム)  

治療院向け業務支援、療養費支給申請書作成支援のための鍼灸マッサージ管理システムです。 

毎月の申請書作成業務にかかる事務作業が軽減できるシステムとなっております。 

是非、ご活用ください。 

【メリット】 

 インストールの必要がなく、すぐに使い始められる 

 患者様のカルテ情報と日々の施術記録から申請書を作成できる 

 同意書の管理ができる(同意書有効期間のチェックも簡単) 

 患者様の予約をスケジュール表で管理できる 

 事務局に提出する書類が自動で作成できる 

 審査チェックや数字が自動計算され、間違いがほとんど起こらない 

 往診距離を自動で計算できる 

 一部負担金の未入金管理が出来る 

 申請書を送付してから決定されるまでの進捗状況が一目瞭然でわかる 

 音声読み上げソフトに対応し、視覚障害者の方でもご利用可能 

 スマホ、タブレットでも作業が可能 

 使用方法など分からないことは事務局でサポートします 

 審査手数料が５％⇒４％に減額するプランも選択可能 

 

自由診療の施術記録、管理もできます。 

お申込み、お問合せは県師会事務局までお気軽にご連絡ください。 
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