［報告事項：１］
平成 30 年度事業報告の件
１．会長、総務部
会 長：三瓶真一（代表理事・学術部長）
部 長：小沼慎介（業務執行理事）
副部長：山内隆一
［会員数］
平成 30 年 ３月 31 日

［敬称略］
７2 名

平成 30 年度入会者

0名

平成 30 年度退会者

3 名 鴫原丈一 大越めぐみ 三浦芳郎

平成 31 年 ３月 31 日

69 名

（１）会議
１）定時会員総会

04.22 郡山／郡山地域職業訓練センター

２）理事会
① 第１回

04.22 郡山／郡山地域職業訓練センター

② 第２回

07.22 郡山／郡山市中央公民館

③ 第３回

11.11 郡山／郡山市青少年会館

④第4回

31.03.03 郡山／郡山中央公民館

３）監査会
① 平成 29 年度最終監査会
② 中間監査会

04.08 郡山／郡山ビューホテル
31.03.03 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

06.10 東京／笹川記念会館

② 全国師会長会議

11.25 東京／東京医療専門学校 代々木校舎

５）東北ブロック
① 東北師会長会議
② 東北ブロック会議

06.23 岩手／ホテル東日本盛岡
06.23 ~ 24 岩手／ホテル東日本盛岡

６）東北鍼灸学会
① 東北鍼灸学会理事会
7）全国青年部長会議
8）業界団体説明会

09.01 秋田／秋田ビューホテル
07.08 東京／日本鍼灸理療専門学校
31.03.08 郡山／福島医療専門学校

9）福島医療専門学校教育課程編成委員会
第7回

09.02 郡山／福島医療専門学校

第8回

31.01.27 郡山／福島医療専門学校

10）福島医療専門学校評議員会

05.14 郡山／福島医療専門学校
31.03.24 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 福鍼会だより発行
第 133 号

04.30

第 134 号

07.30

第 135 号

09.03

第 136 号

10.12

第 137 号

12.10

６）慶弔
慶事
① 福島医療専門学校入学式

04.03 郡山／郡山ビューホテルアネックス

② 赤門鍼灸柔整専門学校創立 70 周年記念式典

10.06 宮城／ホテルメトロポリタン仙台

③ 福島医療専門学校卒業式

31.03.09 郡山／郡山ビューホテルアネックス

弔事
① 斎藤俊介先生御母堂様
お見舞い
（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 66 回全日本鍼灸学会学術大会大阪大会

06.02 ~ 03 大阪／ハイアットリージェンシー大阪・森
ノ宮医療大学

③ 東北鍼灸学会学術大会秋田大会

09.01 ~ 02 秋田／秋田ビューホテル

④ 日本鍼灸師会全国大会 in 沖縄

10.27 ~ 28 沖縄／沖縄県男女共同参画センターてぃる
る

⑤ 療養費等適正運用指導研修会
第１回

04.22 郡山／郡山市地域職業訓練センター

第２回

07.29 会津若松／会津医療センター

第３回

12.09 郡山／郡山市地域職業訓練センター

⑥ 日本プライマリ・ケア連合学会

09.01 ~ 02 宮城／仙台市医師会館

第 8 回東北ブロック支部学術集会
⑦ 厚生労働大臣免許保有証申請
⑧ 第 38 期鍼灸臨床研修会スキルアップ講座
⑨ 論文投稿 週刊あはきワールド 地域ケアと

31.3.17 埼玉／呉竹医療専門学校
https://www.human-world.co.jp

日本の将来のケアシステム
⑩ 論文投稿 週刊あはきワールド 鍼灸医療

https://www.human-world.co.jp

制度とプロフェッショナル・オートノミー
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（中止）

04.29 郡山／開成山陸上競技場
31.02.10 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 2018 常磐・遠野地区介護フェア

09.29 いわき／入遠野公民館

10.13 いわき／常磐公民館
4）相談事業
① まるごとけんこうフェア

10.07 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

06.09 郡山／郡山市保健所

学んでみよう はり・きゅう・指圧
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
２．学術部
部 長：三瓶真一（会長）
副部長：樫村由美子、益子勝良
委 員：今泉洋平
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国学術部長会議

07.08 東京／日本鍼灸理療専門学校

（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、樫村由美子、佐藤今一、三瓶真一、白井和弥、中沢良平、
橋本修一、益子勝良、眞弓寿世
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
［修了者（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、佐藤佳代子、佐藤今一、三瓶真一、品川慶法、
白井和弥、中沢良平、橋本修一、益子勝良、眞弓寿世
３）公益財団法人東洋療法研修試験財団生涯研修理事長賞
［受賞者（敬称略）
］
眞弓寿世（1 回目）
安齋昌弘、三瓶真一、白井和弥、中沢良平（2 回目）
（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 兼 専門領域研修会

04.22 郡山／郡山地域職業訓練センター

第１部
講演：
「認知症を学び地域で支えよう」
講師：福島県社会福祉協議会 橋本恵李 先生
第２部
講演：
「訪問マッサージにおける要介護高齢者への対応」
講師：訪問マッサージあいのて 郡山店責任者 安藤康詠 先生
② 夏季学術講習会
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演１

07.29 会津若松／会津医療センター

演題：
「しびれについて」
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
講演 2
演題：
「医療連携・紹介状について」
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
講演３
演題：
「療養費等適正運用指導研修会」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 保険部 副部長 橋本修一
07.01 宮城／東北大学医学部

③ 全日本鍼灸学会東北支部 第 20 回支部学術集会
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演 1

演題：
「相互理解のための漢方と鍼灸それぞれの 視点―冷え性―」
演者：東北大学医学部 漢方内科 准教授 髙山 真 先生
若宮重陽院 院長 渡部正司 先生
（一社）福島県鍼灸師会 前会長 中沢良平
講演 2
演題：
「東北の未来の鍼灸師に期待すること」
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
医療法人ときわ会 創設者 永山隆造 先生
④ 日本プライマリ・ケア連合学会

09.01 ~ 02 宮城／仙台市医師会館

第 8 回東北ブロック支部学術集会
演題：
「避難所鍼灸ケアと地域医療連携への課題」
演者：
（一社）福島県鍼灸師会 前会長 中沢良平
⑤ 東北鍼灸学会学術大会 兼 生涯研修会

09.01 ~ 02 秋田／秋田ビューホテル

兼 専門領域研修会
一般口演発表
演題：
「私の常用穴と腰痛の一症例」
演者：
（一社）福島県鍼灸師会 総務部長 小沼慎介
講演１
演題：
「治らない時代の鍼灸師はモテる」
講師：
（一社）秋田県鍼灸師会 加藤隆久 先生
講演２
演題：
「治療に関するクレーム対応～いざという時の対応」
講師：松本総合法律事務所 弁護士 松本和人 先生
⑥ 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（中止）
⑦ 第 14 回（公社）日本鍼灸師会全国大会
in 沖縄 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
⑧ 冬季学術講習会 兼 生涯研修会
兼 専門領域研修会
第1部
療養費等適正運用指導研修会
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 保険部 副部長 橋本修一

09.30 盛岡／いわて県民情報交流センター
アイーナ
10.27 ~ 28 沖縄／沖縄県男女共同参画センター
てぃるる
12.09 郡山／郡山市地域職業訓練センター

第2部
演題：｢シンポジウム「鍼灸院経営」営業マンに聞く、鍼灸院の差別化努力の実例」
シンポジスト：
（株）カナケン 福島営業所 所長 神俣勝則 先生／保険部 副部長 橋本修一
第3部
演題：
「ワークショップ「経営、集患で気を付けていること」
」
ファシリテーター：
（一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一
31.01.20 郡山／ビッグアイ 市民交流プラザ

⑨ 全日本鍼灸学会東北支部 A 講座
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会
講演１
演題 「臨床推論」

講師 福島県立医科大学会津医療センター総合内科／循環器内科 病院教授 宗像源之 先生
講演２・３
演題 「鍼灸領域の国際標準化」
講師 明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 特任准教授 斉藤宗則 先生
２）講師派遣事業
8.26 石川／金沢勤労者プラザ

① 石川県鍼灸師会学術講習会
演題：
「不妊症に対する鍼灸治療のポイント」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一
② 第 1４回（公社）日本鍼灸師会全国大会

10.27 ~ 28 沖縄／沖縄県男女共同参画センター

in 沖縄 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会

てぃるる

危機管理委員会 ワークショップ
メインファシリテーター：
（一社）福島県鍼灸師会 前会長 中沢良平
婦人科シンポジウム「不妊症治療の実際」
シンポジスト：
（一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一
11.18 佐賀／ほほえみ館趣味の講座室

③ 佐賀県鍼灸マッサージ師会生涯研修会
演題：
「不妊・子宝治療、妊娠期の鍼灸治療２」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一
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 埼玉／呉竹医療専門学校

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 学んでみよう はり・きゅう・指圧

06.09 郡山／郡山市保健所

③ まるごとけんこうフェア

10.07 郡山／郡山市保健所

④ いわきサンシャインマラソン（中止）

31.02.10 いわき／小名浜港アクアマリンパー
ク

3．保険部
部 長：箱岩義郎（副会長）
副部長：橋本修一
（１）会議
１）日本鍼灸師会保険部長会議

07.08 東京／日本鍼灸理療専門学校

２）福島県保険者訪問

07.12 福島／各保険者

（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

04.22 郡山／郡山市地域職業訓練センター

第２回

07.29 会津若松／会津医療センター

第3回

12.09 郡山／郡山市地域職業訓練センター

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

05.24

４．危機管理対策委員会
委員長 遠藤賢一
副委員長 太田友理香
（１）事務
１）危機管理対策研究
２）
「災害支援鍼灸師」名簿管理
３）ハラスメント情報窓口
（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
３）
「災害支援鍼灸師」登録の募集
４）
（公社）日本鍼灸師会「災害鍼灸師」養成講座
５．スポーツ鍼灸委員会
委員長 益子勝良（学術部副部長）
副委員長 永山剛士
（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（中止）

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

６．広報・IT 委員会
委員長 山内隆一（総務部副部長）
副委員長 今泉洋平
（１）事業
１）鍼灸の普及啓発に関する事業
① 『広報ふくしんかい』第 91 号発行

31.01.23

② Web（インターネット）による情報提供事業
７．青年委員会
委員長 米倉良平
副委員長 白井和弥
（1）会議
1）日本鍼灸師会全国青年部長会議

07.08 東京／日本鍼灸理療専門学校

２）東北ブロック青年部長会議

09.01 秋田／秋田ビューホテル

（2）事業
1）青年委員会事業
① 青年委員会総会

04.23 郡山／郡山市中央公民館

② 交流会

08.05 白河／グリル銀座
11.04 白河／グリル銀座

③ 講習会 1

08.05 白河／三瓶鍼療院

演題 「不妊治療と灸頭鍼」
講師 （一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一／保険部 副部長 橋本修一
講習会 2

11.04 白河／三瓶鍼療院

演題 「子宝鍼灸特別講習会」
講師 （一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一／会員 鈴木暢弘

８．鍼灸女子委員会
委員長 太田友理香
副委員長 大越めぐみ
（1）事業
1）鍼灸女子会事業
① 交流会

08.05 白河／グリル銀座
11.04 白河／グリル銀座
11.18 郡山／フルーツレストラン Aika

② 講習会 1

08.05 白河／三瓶鍼療院

演題 「不妊治療と灸頭鍼」
講師 （一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一／保険部 副部長 橋本修一
講習会 2

11.04 白河／三瓶鍼療院

演題 「子宝鍼灸特別講習会」
講師 （一社）福島県鍼灸師会 会長 学術部長 三瓶真一／会員 鈴木暢弘

講習会 3
演題 「診療時の困難事例」
講師 鍼灸女子委員
９．療養費等適正運用指導委員会
委員長 箱岩義郎（副会長・保険部長）
副委員長 橋本修一
（1）事業

11.18 郡山／市民交流プラザ

１）療養費等適正運用指導事業
① 第１回 療養費等適正運用指導研修会

04.22 郡山／郡山地域職業訓練センター

② 第２回 療養費等適正運用指導研修会

07.29 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

12.09 郡山／郡山地域職業訓練センター

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
委員長 柏原修一
副委員長 太田友理香
（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

04.25 いわき／いわき市役所

３）
「在宅鍼灸マニュアル」の管理・充実化
４）地域健康イベントへの参加

09.29 いわき／入遠野公民館
10.13 いわき／常磐公民館

11．選挙管理委員会
委員長 柏原修一
（1）事業
１）選挙管理
①立候補届出管理

12．障がい者対策委員会
委員長 郡 剛志
副委員長 三瓶和樹
（1）事業
1）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

平成 3１年度 事業計画
１． 会長、総務部
会 長：三瓶真一（代表理事 学術部長 東北鍼灸学会副会長）
部 長：小沼慎介（業務執行理事）
副部長：山内隆一
［会員数］
平成 31 年 3 月 31 日

69 名

（１）会議
１）定時会員総会

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

２）理事会
第１回

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

第２回
第３回
３）監査会
① 平成３０年度最終監査会

04.07 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

06.09 東京／

② 全国師会長会議

12.01 東京／

③ 全国普及・広報部長会議

7.07 東京／

④ 全国組織・共済部長会議

7.07 東京／

５）東北ブロック
① 東北師会長会議
② 東北ブロック会議

06.22 宮城／
06.22 ~ 23 宮城／

６）東北鍼灸学会
① 理事会

08.31 青森／

７）福島県民医療推進協議会総会

福島／福島県医師会館

８）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
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
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

04.06 郡山／郡山ビューホテルアネックス

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青森大会
③ 日本鍼灸師会全国大会 in 静岡

08.31 ~ 09.01 青森／
11.23 ~ 24 静岡／ホテルコンコルド浜松

④ 介護予防指導研修会
⑤ 鍼灸臨床研修指導者の育成事業

未定 未定／

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

04.29 郡山／開成山陸上競技場

② いわきサンシャインマラソン

未定 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まるごとけんこうフェア

未定 郡山／郡山市保健所

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

未定 郡山／郡山市保健所

知って得する『はり・きゅう・つぼ』
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
９）創立 70 周年事業
①創立 70 周年記念式典

12.01 郡山／郡山商工会議所会館

２．財務部
部 長：佐藤今一（副会長 業務執行理事）
副部長：白井和弥
（１）会議
１）東北鍼灸学会理事会
（２）事務

09.01 秋田／秋田ビューホテル

１）財務諸表作成
２）財産管理
３）鍼灸師賠償保険管理
４）内閣府ポータルサイト管理
（３）事業
１）鍼灸師賠償保険加入勧奨
２）療養費等適正運用指導推進
３．学術部
部 長：三瓶真一（会長 東北鍼灸学会副会長）
副部長：樫村由美子 益子勝良
委 員：今泉洋平
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国学術部長会議

07.07 東京／

（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
① 春季学術講習会 兼 生涯研修会

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

兼 専門領域研修会
第１部
演題：
「東北大学での、鍼灸、漢方の教育、研修、研究、診療実際、地域医療への取り組み」
講師：東北大学病院 総合地域医療教育支援部 准教授 髙山 真 先生
第２部
演題：
「療養費等取扱適正運用指導研修会」
講師：
（一社）福島県鍼灸師会 保険部長
② 平成 31 年度第 21 回全日本鍼灸学会東北支部

06.16 宮城/東北大学医学部

学術集会 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

07.28 会津若松／会津医療センター

専門領域研修会
第1部
演題：
「風邪、関連する感染症について（仮）
」
講師：福島県立医科大学会津医療センター 臨床教育センター 病院教授 宗像源之 先生
第2部
演題：
「COPD 呼吸器の鍼灸治療」
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：
「未定」

講師：未定
④ 東北鍼灸学会学術大会青森大会 兼 生涯研修会

08.31～09.01 青森／

兼 専門領域研修会
09.29 岩手／岩手県民情報交流センター アイ

⑤ 平成 31 年度全日本鍼灸学会東北支部 A／B 講座
盛岡講座 兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会

ーナ
11.23 ~ 24 静岡／ホテルコンコルド浜松

⑥ 第１５回（公社）日本鍼灸師会全国大会
兼 生涯研修会 兼 専門領域研修会

12.01 郡山／郡山商工会議所会館

⑦ 創立 70 周年記念県民公開講座
兼 冬季学術講習会 兼 生涯研修会
兼 専門領域研修会
記念公開講座テーマ「ストレス社会における鍼灸の役割」
特別講演 1
演題：
「うつ病について」
講師：樹クリニック 院長 山田朋樹 先生
特別講演２
演題：
「ストレス社会に対する鍼灸師の役割」
講師：明治国際医療大学 鍼灸学部 教授 福田文彦 先生
⑧ 平成 3１年度全日本鍼灸学会東北支部 A／B 講座

32.01.19 郡山／

郡山講座 兼 生涯研修会 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
② 東北鍼灸学会学術大会青森大会発表

未定 未定
08.31~09.01 青森

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 知って得する『はり・きゅう・つぼ』

未定 郡山／郡山市保健所

③ まるごとけんこうフェア

未定 郡山／郡山市保健所

④ いわきサンシャインマラソン

未定 いわき／小名浜港アクアマリンパーク

４．保険部
部 長：箱岩義郎（副会長）
副部長：橋本修一
（１）会議
１）日本鍼灸師会全国保険部長会議

07.07 東京／

（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
① 第１回 療養費等適正運用指導研修会

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

② 第２回 療養費等適正運用指導研修会
２）福島県保険者訪問

福島／各保険者

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
５）受領委任払い制度についての調査・研究
５．危機管理委員会
委員長：遠藤賢一
副委員長：太田友理香
（１）事務
１）危機管理対策研究
２）災害対策支援鍼灸師名簿管理
３）ハラスメント情報窓口
（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
３）
「災害支援鍼灸師」登録の募集
４）
（公社）日本鍼灸師会「災害支援鍼灸師」養成講座
６．スポーツ鍼灸委員会
委員長：益子勝良（学術部副部長）
副委員長：永山剛士
（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

04.29 郡山／開成山陸上競技場

② いわきサンシャインマラソン

未定 いわき／小名浜港アクアマリンパーク

７．広報・IT 委員会
委員長：山内隆一（総務部副部長）
副委員長：今泉洋平
（1）会議
１）全国普及部長会議
（２）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
８．青年委員会
委員長：米倉良平
副委員長：白井和弥

07.07 東京／

（1）会議
1）日本鍼灸師会全国青年部長会議

07.07 東京／

（2）事業
1）青年委員会事業
① 青年委員会総会

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

② 講習会
③ 交流会
９．鍼灸女子委員会
委員長：太田友理香
（１） 事業
１）鍼灸女子会事業
① 講習会
② 交流会
１０．療養費等適正運用指導委員会
委員長：箱岩義郎（副会長 保険部長）
副委員長：橋本修一（保険部副部長）
（1）事業
１）療養費等適正運用指導事業
① 第１回 療養費等適正運用指導研修会
② 第２回 療養費等適正運用指導研修会
③ 平成 30 年度療養費等適正運用の手引きの配布
２）保険に関する相談事業
３）療養費等審査業務の強化
1１．地域医療推進委員会
委員長：柏原修一
副委員長：太田友理香
（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
アンケート調査の準備
３）
「在宅鍼灸マニュアル」の管理・充実化
４）地域健康イベントへの参加
1２．選挙管理委員会
委員長：柏原修一
（1）事業

04.21 郡山／けんしん郡山文化センター

１）選挙管理
立候補届出管理・当選報告

1３．障がい者対策委員会
委員長：郡剛志
副委員長：三瓶和樹
（1）事業
１）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
1４．70 周年記念事業準備委員会
委員長：三瓶真一（会長 学術部長 東北鍼灸学会副会長）
副委員長：米倉良平 太田友理香

