研修会・講習会・健康講座等の事業

１．学術研修会・技術研修会の実施
【事業内容】
医学的知識及び技術、最新の情報提供等を行ないはり師・きゅう師・あん摩マッサージ
指圧師としての資質の向上を図る。
また、一般県民に対しても医学的知識や最新の治療の受け方・健康維持増進に役立つ情
報の提供を行なう。
【対象者・参加数】
高度な専門的知識・技能等を育成するための講座は、県内施術者を含む有資格者を対象
とするが、それ以外は広く一般県民に対して案内し、できる限り多くの方々に参加してい
ただく。
【開催日・場所】
開催にあたっては日常業務に支障のないよう日曜日・祭日を利用して開催する。場所に
ついては県の中心である甲府市内を主とするが、各地域に於いてもそれぞれ計画して開催
する。
【事業の財源】
参加者は全員無料とする。会場・講師・その他の経費は、この法人（会員の年会費）の
負担とする。
【必要人員】
開催にあたり案内・会場手配・看板・受付・司会・挨拶等の人員が１０名程度必要とな
るが学術部を中心に本法人の役員がこれを補佐する。
【必要な会場の用い方】
事業の内容によりその参加者を考慮して会場を手配する。限定した会場は特にない。
【具体的な事業】
１．平成２３年１０月３０日 学術研修会・事務講習会 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座１０月２５日山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
第２部 「体の歪みの見つけ方と治し方について」
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会副会長 功刀幸雄先生
参加無料・申込みは不要 参加者３１名（会員２５名・一般県民６名）
２．平成２４年７月８日 （学術研修会）山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（事務所にお知らせを掲示）
「臨床検査の意義」 参加無料・申込みは不要 参加者１６名
講師 放射線技師・理学療法士・臨床検査技師 渋江信俊先生
３．平成２４年８月２６日 （学術研修会）山梨県立男女共同参画推進センター
（県民公開講座８月１２日山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「リンパドレナージ」
（リンパ浮腫に対するリンパマッサージ）

参加無料・申込みは不要 参加者５７名（会員２３名・一般県民３４名）
講師 神奈川衛生学園専門学校 後藤学園リンパ浮腫研究所所長 佐藤佳代子先生
４．平成２４年９月２３日 （学術研修会）山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座 山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「膝関節痛について」 参加無料・申込みは不要 参加者４５名
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会副会長 功刀幸雄先生
５．平成２４年１１月４日 （学術研修会）山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座 山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
第１部 「変形性膝関節症について」
参加無料・申込みは不要 参加者２０名（会員１５名・一般県民５名）
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会副会長 功刀幸雄先生
６．平成２５年２月３日 （学術研修会）山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座 山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「腰痛と肩こりについて」
参加無料・申込みは不要 参加者２０名（会員１８名・一般県民２名）
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会副会長 功刀幸雄先生
７．平成２５年 ９ 月１０日 （学術研修会）都留市町づくり交流センター
「膝関節の治療」
参加無料・申込みは不要 参加者：１２名（会員２名・一般１０名）
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会都留地区長 吉村真一先生
８．平成２５年１０月２０日 県民公開健康講座 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（平成２５年１０月
日、山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
参加無料・申込みは不要 参加者：１６名（会員１１名・一般５名）
≪第１部≫
基調講演｢認知症について｣
講師 新潟大学医学部卒 医師 矢田昌三先生
≪第２部≫
「認知症の症例について」
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会事務局長 反田暁洋先生
９．平成２６年１月２６日 県民公開健康講座 富士河口湖町「パークホテル」
「緩消法について」
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会理事 花田 明先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１７名
10．平成２６年３月２日 県民公開健康講座 笛吹市スコレーセンター
「スポーツ外傷とスポーツ障害」
「ＲＩＣＥ処置」
講師 財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー
鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師 瀧田真奈美先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１２名（会員８名・一般１名・会員外施術者３名）

２．事務講習会の実施
【事業内容】
保険による施術のために必要な講習会を行なう。本来鍼灸マッサージの保険取扱は療養
費であり、患者本人が申請書を作成し請求するものであるが、その取り扱いが煩雑である

ため患者の求めによりその対応を代行するものであります。従ってこれらの取扱いに関す
る講習会を開催する。
【対象者・参加数】
保険を取り扱って施術を行なう施術者及び今後取り扱いを希望する者、並びに鍼灸マッ
サージの施術を保険で受けることを希望する一般県民を対象とし、参加人数は制限しない。
【開催日・場所】
開催は年１～２回程度、日曜日の開催予定として甲府市内及び各地域で希望のある場所
で開催する。
【事業の財源】
聴講者全員無料とする。経費（会場・講師等）は法人の会員の年会費より支出する。
【必要人員】
８名
【必要な会場の用い方】
参加者を考慮して会場を手配する。限定した会場は特にない。
【具体的な事業】
１．平成２３年１０月３０日 学術研修会・事務講習会 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座１０月２５日山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
第１部 「医療保険の適用対象となる鍼灸マッサージについて」
参加無料・申込みは不要 参加者３１名（会員２５名・一般県民６名）
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会会長 佐々木孝幸先生
２．平成２４年１１月４日 （学術研修会）山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（県民公開講座 山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
第２部 「鍼灸マッサージの保険治療」
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会保険部長 山坂一臣先生
３．関係団体の研修会・講演会について、情報の収集に努め周知を図り参加を促す。

３．講演会の実施
【事業内容】
健康講座・ツボ療法・家庭でできる健康法などの講演会の実施
【対象者・参加数】
一般県民や高齢者、医療・介護関係者を対象とし、参加人数の制限はない。
【開催日・場所】
学術研修会・技術研修会等と調整しながら、日曜日に各地域を含めて開催する。
【事業の財源】
聴講者全員無料とする。必要な経費は本法人の会員の年会費より計上する。

【必要人員】
１０名程度
【必要な会場の用い方】
事業の内容によりその参加者を考慮して会場を手配する。限定した会場は特にない。
【具体的な事業】
１．平成２４年２月５日 県民公開講座 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（平成２４年１月２８日、山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「平成日本で健康に暮らす方法」
（鍼灸・薬膳・生活習慣）
講師 中田医院 中国医学研究所 中田薫先生
参加無料・申込みは不要 参加者３３名（会員２２名・一般県民１１名）
２．平成２４年７月２２日 （健康講座）山梨県立男女共同参画推進センター
（県民公開講座 山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「はり・きゅう・マッサージとは」
（身近で安心安全な治療）
講師 社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会会長 佐々木孝幸先生
参加無料・申込みは不要 参加者２４名（会員２０名・一般県民４名）
３．平成２４年１２月９日 県民公開健康講座 甲州市塩山「恩賜林記念館」
（甲州市の広報にお知らせを掲載）
「気功体操について」 参加者１３名
講師 元国立障害者リハビリテーションセンター教官 笹田三郎先生
４．平成２５年 ７ 月２１日 県民公開健康講座 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
（平成２５年７月１８日、山梨日日新聞にお知らせを掲載・ＹＢＳラジオで紹介）
「家庭でできるツボ療法」マッサージ編
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会副会長 風間孝司先生
参加無料・申込みは不要 参加者２０名（会員１４名、一般県民６名）
５．平成２５年 ９ 月１０日 県民公開健康講座 都留市町づくり交流センター
「膝関節の治療」
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会都留地区長 吉村真一先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１２名（会員２名・一般１０名）
６．平成２５年１０月２０日 県民公開健康講座 山梨県ボランティアＮＰＯセンター
≪第１部≫
基調講演｢認知症について｣
講師 新潟大学医学部卒 医師 矢田昌三先生
≪第２部≫
「認知症の症例について」
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会事務局長 反田暁洋先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１６名（会員１１名・一般５名）
７．平成２５年１２月８日 県民公開健康講座 甲州市塩山「恩賜林記念館」
（甲州市の広報にお知らせを掲載）
「えんざん式手ばかり」
講師 甲州市塩山食育指導員（吾妻由美子様・丸山由紀美様・飯塚ちなみ様）
甲州市栄養士２名
参加無料・申込みは不要 参加者：１５名（会員１１名・一般４名）

８．平成２６年１月２６日 県民公開健康講座 富士河口湖町「パークホテル」
「緩消法について」
講師 公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会理事 花田 明先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１７名
９．平成２６年３月２日 県民公開健康講座 笛吹市スコレーセンター
「スポーツ外傷とスポーツ障害」
「ＲＩＣＥ処置」
講師 財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー
鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師 瀧田真奈美先生
参加無料・申込みは不要 参加者：１２名（会員８名・一般１名・会員外施術者３名）

４．平成２５年度学術部報告
（１） 本会会員向けの学術研修会、各地区による学術研修会及び一般県民向けの学術講習会、県
民公開講座等を開催し、県民に鍼灸マッサージの知識を広め健康増進と公衆衛生の寄与に
努める方針として活動した。
（２） 一般施術者を含めた学術研修会の開催により、県内施術者の学術及び資質の向上を図り、
より安全・安心な施術を提供すると共に会員拡大及びはり師・きゅう師・あん摩マッサー
ジ指圧師の社会的地位の向上を目指すことを検討した。
（３） 今年度は研修会を年６回開催しました。山梨日日新聞のお知らせ欄及びＹＢＳラジオ並び
に本会ホームページを利用して、一般県民に参加を呼び掛けて公開講座を開催した。
第 1 回 学術研修会（県民公開 健康講座）
日 時：平成２５年 ７ 月２１日（日曜日） 午後１時から３時
場 所：山梨県ボランティアＮＰＯセンター ２階 多目的スペース
テーマ：
「家庭でできるツボ療法」マッサージ編
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
副会長 風 間
孝 司 先生
参加者：会員１４名、一般県民６名 合計２０名
第２回 学術研修会（一般県民公開講座）
日 時：平成２５年 ９ 月１０日（日曜日） 午後２時から４時
場 所：都留市町づくり交流センター
テーマ：
「膝関節の治療」
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
都留地区長 吉 村
真 一 先生
参加者：１２名（会員２名・一般１０名）
第３回 学術研修会（一般県民公開講座）
日 時：平成２５年１０月２０日（日曜日） 午後１時３０分から４時
場 所：山梨県ボランティアＮＰＯセンター １階 大ホール
≪第１部≫ 午後１時３０分から３時
テーマ：基調講演｢認知症について｣
講 師：新潟大学医学部卒
医師 矢 田
昌 三 先生
≪第２部≫ 午後３時から４時
テーマ：
「認知症の症例について」
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
事務局長 反 田
暁 洋 先生
参加者：１６名（会員１１名・一般５名）

第４回 学術研修会（一般県民公開講座）
日 時：平成２５年１２月 ８ 日（日） 午前１０時から１２時
場 所：甲州市塩山上於曽１０９４番地「恩賜林記念館」
テーマ：
「えんざん式手ばかり」
講 師：甲州市塩山食育指導員（吾妻由美子様・丸山由紀美様・飯塚ちなみ様）
甲州市栄養士２名
参加者：１５名（会員１１名・一般４名）
第５回 学術研修会（一般県民公開講座）
日 時：平成２６年 １ 月２６日（日曜日）
場 所：富士河口湖町「パークホテル」
テーマ：
「緩消法について」
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
理事 花 田
明 先生
参加者：１７名
第６回 学術研修会（一般県民公開講座）
日 時：平成２６年 ３ 月 ２ 日（日曜日） 午後１時から３時
場 所：笛吹市スコレーセンター ２階 資料展示室１～３
テーマ：
「スポーツ外傷とスポーツ障害」
「ＲＩＣＥ処置」
講 師：財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー
鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師
瀧 田
真奈美 先生
参加者：１２名（会員８名・一般１名・会員外施術者３名）
（４） 各地区（ブロック）における学術研修会の実施
１）甲府地区
日 時：平成２５年 ７ 月１４日（日曜日）
場 所：山梨県ボランティアＮＰＯセンター
テーマ：
「肩こりについて」
講 師：元盲学校教諭
清 水
哲 男 先生
参加者：会員４名
２）峡東鍼灸マッサージ師会
日 時：平成２５年１２月 ８ 日（日） 午前１０時から１２時
場 所：甲州市塩山上於曽１０９４番地「恩賜林記念館」
テーマ：
「えんざん式手ばかり」
講 師：甲州市塩山食育指導員（吾妻由美子様・丸山由紀美様・飯塚ちなみ様）
甲州市栄養士２名
参加者：１５名（会員１１名・一般４名）
３）峡南地区
日 時：平成２５年１０月２７日（日曜日）午後１時３０分から
テーマ：
「治験症例発表」
講 師：会員による討論形式
参加者：会員７名

４）富士東部地区
日 時：平成２６年 １ 月２６日（日曜日）
場 所：富士河口湖町「パークホテル」
テーマ：
「緩消法について」
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
理事 花 田
明 先生
参加者：１７名
５）都留地区
日 時：平成２５年 ９ 月１０日（日曜日） 午後２時から４時
場 所：都留市町づくり交流センター
テーマ：
「膝関節の治療」
講 師：公益社団法人山梨県鍼灸マッサージ師会
都留地区長 吉 村
真 一 先生
参加者：会員２名、一般県民１０名 合計１２名

