平成２３年度

特例民法法人京都府鍼灸師会事業報告

(平成 23 年４月１日～９月 29 日までの執行事業)

【１】研修事業（公益事業 Ⅰ）
鍼灸医学の進歩発展を図るための事業
(１)財団の生涯研修会の開催
(会員 54 名・会員外鍼灸師 15 名・鍼灸科学生６名登録)
第 1 回 ６月 12 日(日) 呼吸器疾患 京都仏眼鍼灸理療専門学校 講堂
第２回 ７月 24 日(日) 消化器疾患 京都仏眼鍼灸理療専門学校 講堂
第３回 ９月 11 日(日) 緩和ケア
京都仏眼鍼灸理療専門学校 講堂
鍼灸学術の医学的研究に関する事業
(１) 鍼灸関連学会への参加助成・研究発表の奨励
(会員・会員外鍼灸師対象７名参加)
第 60 回全日本鍼灸学会学術大会 in 東京
６月 19 日(日) 東京有明医療大学 講堂

【２】公衆衛生事業（公益事業 Ⅱ）
鍼灸医療の振興及び普及に関する事業
（１）鍼灸普及用刊行物（一般向け・ホームページ掲載）
第１回目 ４月 24 日 会誌 京鍼 149 号 300 部発行
第２回目 ７月１日
会誌 京鍼 150 号
「はりきゅっていきましょう！」300 部発行
（２）京鍼会ウェブサイトの管理と充実、ホームページのリニューアル
４月１日(金) ホームページのリニューアル
随時ホームページの掲載・更新作業(報告事項・マンスリー毎月更新等)
療養費払い制度適用推進事業
(４月 10 日、５月８日、６月５日、７月 10 日、８月７日、９月４日
会員・会員外鍼灸師・一般府民を対象に以下の支援事業を開催）
（１）療養費払い制度の啓発普及と手続き支援
（２）医療保険および老人保健に関する手続き支援
（３）労災保険に関する手続き支援
（４）生活保護および公費負担医療に関する手続き支援

平成２３年度

公益社団法人京都府鍼灸師会事業報告

(平成 23 年９月 30 日～平成 24 年３月 31 日までの執行事業)

【１】研修事業（公益事業 Ⅰ）
鍼灸医学の進歩発展を図るための事業
（１）学術講演会の開催（第 44 回東洋鍼灸医学大講演会の企画・運営）
11 月 27 日(日) 芝蘭会館 稲盛ホール
講師：東京有明医療大学教授 安野富美子 先生
明治国際医療大学教授 北小路博司 先生
参加者約 160 名 (会員約 60 名、一般府民市民約 100 名)
（２）財団の生涯研修会の開催
第４回 11 月 27 日(日) 第 44 回東洋鍼灸医学大講演会併催 芝蘭会館 稲盛ホール
第５回 ２月 26 日(日) 自律神経疾患
京都仏眼鍼灸理療専門学校 講堂
(会員 52 名、うち修了者 47 名・非会員鍼灸師 14 名、うち修了者 13 名
学生（修了証申請なし）申込６名）
（３）鍼灸師の学術向上のための研修会
・１月 22 日(日)講師 菊井由紀子 先生 (女性部担当)一般・鍼灸師対象公開講座
ひと・まち・みらい交流館 京都(河原町五条下る)
参加者約 70 名参加(会員：20 名 学生：25 名 一般府民：25 名)
・１月 29 日(日)講師 谷口茂樹 先生 (青年部担当)会員・学生・会員外鍼灸師対象
京都医健専門学校
参加者約 40 名参加(会員：20 名 学生：15 名 会員外鍼灸師：５名)
（４）第７回日本鍼灸師会全国大会の参加促進（北海道大会）
10 月 9 日(日)・11 日(月･祝) 札幌サンプラザ(北海道･札幌) 京都より 16 名参加

【２】公衆衛生事業（公益事業 Ⅱ）
鍼灸医療の振興及び普及に関する事業
（１）鍼灸普及用刊行物（一般向け・ホームページ掲載）
第３回目 10 月 30 日 会誌 京鍼 151 号
「はりきゅっていきましょう！」600 部発行(内 300 部 公開講座・イベントで配布)
第４回目 １月 会誌 京鍼 152 号「はりきゅっていきましょう！」300 部発行
（２）京鍼会ウェブサイトの管理と充実、〔http://www.kyoto-shinkyu.jp/〕

随時ホームページの掲載・更新作業(報告事項・マンスリー毎月更新等)
厚生労働省、京都府、京都市通知通達事項等掲載
鍼灸業務を通して公衆衛生の向上に寄与する事業
（１）府・市民の健康増進活動の普及と推進活動及び健康相談
学術講演会の開催（第 44 回東洋鍼灸医学大講演会）
11 月 27 日(日) 芝蘭会館 稲盛ホール
療養費払い制度適用推進事業
（１）療養費払い制度の啓発普及と手続き支援
・２月 26 日 近畿ブロック保険部長会議に出席 於：大阪府鍼灸会館
・新入会員保険取扱い説明会（６回） 於：京都府鍼灸会館
（２）医療保険および老人保健に関する手続き支援
10 月９日、11 月６日、12 月４日、平成 24 年 １月８日、２月５日、３月４日
会員・会員外鍼灸師・一般府民を対象
（３）労災保険に関する手続き支援
・施術所登録申請に関すること（随時）
（４）生活保護および公費負担医療に関する手続き支援
・施術所登録申請に関すること（随時）
（５）療養費制度の取扱い及び支援に関すること
①会員向け講習会の開催 10 月 30 日(日) 全会員対象保険取扱い説明会
京都市勧業館「みやこめっせ」Ｂ１大会議室 午後３時～５時
会員 65 名参加
②一般府民市民向け講習会の開催 10 月 30 日(日) 一般府市民対象
京都市勧業館「みやこめっせ」Ｂ１大会議室 午後１時～３時
参加者約 100 名 (一般府民市民 40 名参加)
介護保険法に基づく居宅介護支援及び居宅サービスに関する事業
(１)居宅介護支援事業の推進及び支援活動 資料収集
(２)介護予防運動指導員養成に関する事業
10 月 30 日(日) 京都市勧業館「みやこめっせ」Ｂ１大会議室 午後３時～４時
講師 日本鍼灸師会
会員参加者 65 名

高田常雄

先生「介護予防運動」研修講座

※その他公益目的を達成するために必要な事業
公益活動支援：救命講習・応急手当講習への推奨派遣
会誌 京鍼 149 号に京都市市民防災センターでの開催を掲載
京都府緩和ケア研修会参加推奨
ホームページに研修に関する内容を掲載
８月 27・28 日 京都府主催 京都平安ホテルで開催
会員３名参加

