
令和元年度 事業報告 

 

１．保健研修事業         部長 小林 厳 

 

研 修    

(１) 第 53回東北鍼灸学会学術大会 青森大会 

会 場：八戸グランドホテル 

開催日：令和元年 8月 31日(土)～9月 1日(日) 

参加者：10名 

一般口演発表者：小林 厳  

演 題：膝の風寒証治療の一例 

(２) 日鍼会主催 医療連携講座派遣 

   開催日：令和元年 11月 23日（土） 

   会 場：ホテルコンコルド浜松 

   参加者：稲井 一吉 先生 

(３) 日鍼会全国大会 in静岡 

開催日：令和元年 11月 23日(土)～24日(日)  

会 場：ホテルコンコルド浜松 

参加者：会員 5名 

(４) スキルアップ研修開催 

内  容：スポーツ傷害、介護予防、経営講座、 

リスクマネジメント等 ／ 全 45単位 

開催日：5/12、6/16、7/28、9/8、10/6、11/3、 

12/8、1/9、2/9    

 

療養費適正化   

(１) 療養費支給申請書の内部審査並びに保険者への 

発送(毎月 18日頃) 

(２) 保険取扱い希望会員への個別指導 ／ 5件 

(３) 各保険者からの療養費申請書に関する質疑対応 

(４) 賦課会費請求書の送付 

(５) 療養費適正化講習会 ／ 2回  

・令和元年 6月 16日(日)  出席者：20名 

・令和元年 9月 18日(日)  出席者：22名 

 

 

２．社会奉仕事業        部長 阿部 千代人 

 

(１) 子育て支援ケア 

 

母と子のふれあい教室（親子スキンタッチ）   

開催日：令和元年 5月 21日（火） 

時  間  10：00～11：00 

会 場：社会福祉法人あゆみ会 

  つめ草保育園（多賀城市） 

参加者：会員 2名   

参加親子：4組（1歳 5名、3歳 1名 /小児） 

 (２) スポーツケア 

ケアテントにおける救護・コンディショニング 

① 第 29回仙台国際ハーフマラソン大会 

開催日：令和元年 5月 10日(日)  

会 場：仙台市陸上競技場 

参加者：会員 16名、非会員 16名（学生含む） 

ケア人数：72名 

② 第 27回美里町ひとめぼれマラソン大会 

開催日：令和元年 11月 3日(日) 

会 場：美里町トレーニングセンター 

参加者：会員 6名、非会員 21名 

ケア人数：73名 

 (３) 施設訪問ケア：鍼灸治療体験会 

①  暖暖の里（名取市みどり台） 

開催日：令和元年 9月 22日（日） 

参加者：会員 5名   ケア人数：11名 

② 自生苑（仙台市青葉区） 

開催日：令和元年 10月 27日（日） 

参加者：会員 3名   ケア人数：22名 

③ 七峰荘（黒川郡大衡村） 

開催日：令和元年 11月 10日（日） 

参加者：会員 4名   ケア人数：19名 

（４）災害鍼灸ボランティア 

 ① 丸森町 舘矢間小学校  

   参加者：13名、  非会員 11名 

   ケア人数：75名 

 ② 大郷町 フラップ 21 ⇒ 仮設住宅談話室 

  参加者：会員 7名、非会員 5名 

  ケア人数：99名 

 

 

３．公衆衛生事業      部長 高橋 博 



広報 普及    

(１) 県民公開講座開催 

 開催日：令和元年 10月 6日(日) 

     会 場：仙台市市民活動サポートセンター 

     講 師：曹洞宗通大寺住職 金田 諦應 氏 

参加者：会員 19名、県民 26名  

(２) 宮鍼会報発行  

・9月：第 9号、3月：第 10号 

・配布先：会員及び鍼灸学校、他師会、他団体等 

(３) ホームページ更新 

・事業予定 

・事業報告 

・一般向け健康情報 

・会員治療院アクセス－企画案策定中 

（４）青年部主催講座開催－青年部再構築検討中 

 

 

４．相互扶助事業           部長 高橋 博 

 

会員管理           

 (１) 入退会者の手続き及び書類管理 

(２) 会員名簿作成 

(３) 会員動向：入会者 2名 ／ 退会者 1名 

(４) 会員数：60名 ／ 令和 2年 3月 31日現在 

 (５) 会員増強：ホームページ内入会案内掲載 

(公衆衛生事業と連携） 

共 済             

(１) 日本鍼灸師会総合賠償保険  

案内発送及び取りまとめ事務(更新済) 

(２) 日鍼会保障プラン 

加入件数：20件 

(３) 事故初期対応マニュアル作成・配布 

 

 

５．法人管理事業 

 

総 務         部長 前田 由紀枝 

(１) 諸会議開催に伴う運営会議及び記録 

① 令和元年度定時総会  

開催日：令和元年 5月 12日(日) 15時 

会 場：仙台市シルバーセンター 第三研修室 

出席者：20名 (委任状：34名)  

② 新年会 

開催日：令和 2 年 1 月 11 日(土) 17 時 

会 場：おしか  参加者：13名 

③ 理事会 

開催日：4/14、10/6、2/9 

－ 主要議題 － 

1．令和元年度事業報告承認について 

2．仙台国際ハーフマラソン大会について  

3. 当県開催、東北ブロック会議について 

4．県立ち入り調査について 

5．創立 70周年記念事業・県民公開講座について 

6．施設訪問ケアについて  

7．災害支援鍼灸師養成講座について 

8. 災害ボランティア活動について 

9．受療委任払い制度導入に係る指導等  

10．令和 2年度事業計画、予算の承認について 

④ 正副会長会議 

開催日：10/30、1/17、2/27、3/23 

－ 主要議題 － 

1．丸森、大郷の災害ボランティアについて  

2．東北厚生局の集団指導について  

3．ひとめぼれマラソンンについて  

4．創立 70 周年記念事業について 

5．青年層の育成について 

6．組織強化について 

7. 令和 2年度スキルアップ研修について 

8. 県立ち入り調査の改善事項実施について 

9. 意見交換及び組織編成会議について 

10. 新型コロナウイルス対応策について 

(２) 理事会および総会議事録の作成 

(３) 行政庁へ関係書類提出 

(４) 関係官庁、諸団体に関する諸会議の出席 

(宮城県、仙台市、各市町村、医師会、同業種 

団体など) 

 

財 務          部長 今野 正弘 

(１) 会費納入説明文書及び請求書送付 

(２) 公益社団法人財務諸表作成 


