平成３０年度事業報告書

自
至

平成３０年４月 １日
平成３１年３月３１日

公益社団法人

東洋療法学校協会

事業の概要
東洋療法学校協会は、平成２４年４月から公益社団法人に移行してから７年目となるが、あん摩・
マッサージ・指圧、はり、きゆうに関する教育の調査研究及び教材等の開発、学術大会の開催、教
員の研修、はき実技評価等を行うことにより、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の学
校（あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）
第２条第１項の規定に基づく学校又は養成施設をいう）の教育の振興と、国民の保健衛生の向上に
寄与するために、定款に定める事業の推進と継続的発展を図り、あはきに関する普及啓発と安全性・
技能向上に、より一層努めた。
１．公益目的事業
１）学術大会の実施と学会誌の発行事業
学術大会の開催と学会誌の発行を通じて、あはき師の学校教育の振興を図り、国民の保健衛生
の向上に寄与した。
(1)「第４０回学術大会」
開

催

日：平成３０年１０月５日（金）

開 催 場 所：北とぴあ（東京都北区王子１丁目１１−１）
大 会 テ ー マ：
「東洋医学 －未来への飛翔－」
参

加

校：３７校

参 加 者 数：２,２５４名
主

管

校：日本鍼灸理療専門学校

特 別 講 演：河野 一郎 (２０２０年オリンピック・パラリンピック組織委員会副会長)
「東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて
― スポーツのコア・バリューを考える ―」
教 育 講 演：佐藤 達夫 (東京有明医療大学名誉学長、東京医科歯科大学名誉教授)
「鍼灸と解剖と― 筋膜の解剖学 ―」
研 究 発 表 校：３０校
演

題

数：口頭発表（１２題）、ポスター（２７題）

学術大会研究発表校に対する助成：１５０万円（１校 ＠５万円×３０校）
(2)研究発表論文を集約した学会誌（第４２号）を３,２００部発行し、会員校・関係団体に販
売と配布を行った。
２）研修会事業
研修会を開催することにより、あはき師の学校教育の振興を図り、国民の保健衛生の向上に寄
与した。
(1)教員研修会の開催を通じて、教員により広い視点からの教育方法やあはきに関する知識を
習得させ、資質の向上を図ることが出来た。
「第４２回教員研修会」
開

催

日：平成３０年８月６日（月）～８月７日（火）

開 催 場 所：メルキュールホテル横須賀
大 会 テ ー マ：
「ストレス・マネージメント：教員のバーンナウト予防のパラダイムシフト」
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参

加

校：４３校

参 加 者 数：２２１名
主

管

校：神奈川衛生学園専門学校

特 別 講 演：保坂 隆(保坂サイコオンコロジー・クリニック院長)
（市民公開講座）「傾聴・共感から慈悲・瞑想へ」
教 育 講 演：川畑 のぶこ(NPO 法人サイモントン療法協会認定トレーナー)
「レジリエンスの高め方 ～健全思考を手に入れる～」
教 育 講 演：川畑 のぶこ(NPO 法人サイモントン療法協会認定トレーナー)
「マインドフルネスの理論と実践 ～今この瞬間を生きる～」
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者講習会の開催指針に基づい
た講習会を通じて、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成の質の向上及び臨床
実習を行う養成施設における適切な指導者の育成を図ることが出来た。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者講習会」
開催回数：

８回

受講者数：２３９名

【詳細は、会議の開催及び運営状況に掲載】

３）アンケートによる調査研究事業
(1)入学者の構成に関するアンケート調査
平成３０年度の入学生を対象に、第１６回「入学者の構成に関するアンケート調査」を実
施し、集計結果を参加校に配布と同時に学校協会ホームページに掲載を行った。アンケート
事業は、公益事業であることから非会員校にも参加を呼び掛け、下記のとおり協力が得られ
たことにより調査内容に厚みを増すことが出来た。
「入学者の構成に関するアンケート調査」
調査月日：平成３０年５月１日～平成３０年５月３１日
参 加 校：５８校（内非会員校１３校）
対 象 者：平成３０年度入学者２,６１９名
参加者数：合計 ２,４９１名
（内訳：あマ指課程１７２名、はき課程１,４７０名、あはき課程８４９名）
４） 実技評価事業
(1)はりきゅう実技評価
「はりきゅう実技評価委員会」に登録した実技評価者が、実技評価審査事業に参加を申し込
んだ学校に赴き、
「実施要領」に基づき鍼灸実技教育の到達レベルを客観的かつ統一的に評価試
験を実施し、実技の質向上に努めた。
また、平成２５年度からは実技評価に参加した学校・学生に対し、モチベーションを高める
ために学校協会から認定証の発行を行っている。
「はりきゅう実技評価審査」
参

加

校：３２校【詳細は、会議の開催及び運営状況に掲載】

評価を受けた学生数：１,７３３名
派 遣 評 価 委 員 数：１４１名
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(2)あマ指実技評価
東洋療法学校協会は、
「あはき教育」の振興ならびに質の向上に向けて、カリキュラム等の改
正に即した積極的な取り組みを進めてきており、
“あん摩マッサージ指圧”について、平成２９
年７月にあマ指実技評価準備委員会を立ち上げた。
あマ指実技評価試験実施要領を策定するにあたって、試験官の条件を満たす評価者の人数を
把握することを目的としたアンケート調査を行った結果を踏まえ、平成２９年度３回のあん摩
マッサージ指圧実技評価試験委員会を開催し、その結果、２年間（平成３０年度・３１年度）
のトライアル期間を経て、令和２年度より評価試験を実施予定とした。
なお、本委員会の実施する評価は、養成施設に要求される基本的な臨床能力、卒前に必要と
される最低限のあん摩マッサージ指圧技術について、第三者機関としてのあん摩マッサージ指
圧実技評価試験委員会が派遣する試験官が統一した評価表で評価する事により、一定の水準の
技術力の維持や評価の一般化が図られることを期待して実施するものである。
また、平成３０年度からは実技評価トライアルに参加した学生に対し、学校協会からトライ
アル認定証の発行を行った。 【詳細は、会議の開催及び運営状況に掲載】
５）助成事業
この事業は、学校協会定款の目的に合致する他団体が実施する事業への助成を通じて、あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校教育の振興を図り、国民の保健衛生の向上に寄
与することを目的とするものである。
(1)助成団体 「国民のための鍼灸医療推進機構」

助成金額 １００万円

６）教材の調査研究事業
新しい製品や教材、書籍が発売された際に、当該製品が学校協会から見て教材、書籍として
良品であり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成学校において使用することが
適切であるかを検討したところ、平成３０年度は下記の教材を推薦教材とした。
※「もぐさ燃焼解析システム ＭＯＸＡＴＨ ＭＸ―５」
２．収益事業等
１）東洋療法に関する教科書等の作成及び改訂事業
(1)改訂事業
(ｱ)全面改訂（平成３０年９月発刊）
・
「必携テキスト 鍼灸マッサージ師のためのスポーツ東洋療法」
（
「新版スポーツ東洋療法ハンドブック」の改訂版）
２）模擬試験事業
あはき師国家試験に備えた模擬試験を実施することにより、問題作成のための勉強会や良質
な試験問題作成等を通じて教員の資質向上や、学生のあはき師国家試験対策を図ることが可能
となるため、第６回目の模擬試験事業を実施した。非会員校にも参加を呼び掛けた結果、下記
の事業内容となった。
「第６回模擬試験」
・試験実施日

平成３０年１１月３日（土）～１８日（日）
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・参 加

校

・受 験 者 数

７８校（内非会員校 ３０校）
３,２２１名（内非会員校 ７００名）

３）会員相互扶助
(1)研修会事業
会員校の健全な運営に資するため、代表者・教職員等に対し、高大接続改革による専門学校
への影響や入試制度の課題など学校運営上必要とする研修会を開催した。
【詳細は、会議の開催及び運営状況に掲載】
(2)会報事業
当協会の運営・活動状況を、会員校に情報提供するための会報を年４回発行し、各会員校及
び監督官庁並びに関係諸団体等に配布を行った。
・会報 第１１５号～１１８号を発行
(3)表彰事業
(ｱ)各会員校の特別に優秀な卒業生に対し、その努力を称えるための「盾」を当協会会長か
ら授与した。
・優秀卒業生数 ４６名
(ｲ)学術大会での研究発表者に対し、当協会会長から「表彰状」を授与した。
・学術大会表彰者数 １６２名（３０校）
３．その他
１）厚生労働省医政局医事課に対し、①あはき師養成施設指導要領の見直し（必要単位数に最低
授業時間数を併記）
、②校外における実習等の認可、③講義・実習等への教員資格が無くても、
高い専門性を持つ有識者の登用を認めて頂きたいとの要請を長年行ってきた結果、厚生労働省
が平成２７年度に「あはき学校養成施設カリキュラム等改善検討会」を設置し、平成２８年度
にかけて計５回の検討会が開催され、認定規則等の改正を踏まえた総単位数の引上げ・最低履
修時間数の設定、臨床実習の在り方、専任教員の見直し等が報告書に纏められ、平成３０年度
から実施されることとなった。
(1) 学校協会では、
「あはき学校養成施設カリキュラム等改善検討会」の報告書を受けて、報
告書内容に対応するために、新カリキュラムワーキンググループを立ち上げて、教材・臨床
実習マニュアル・実技評価・臨床実習指導者講習会・国試改善のあり方等について、精力的
に話し合いが持たれた。
２）平成３１年２月実施の第２７回あはき師国家試験問題等について、各会員校から意見を求め、
国家試験検討委員会において協議取りまとめを行い、
「第２７回あはき師国家試験に対する意
見」として、(公財)東洋療法研修試験財団理事長に提出をみた。
３）各会員校とのネットワークの強化、各会員校の学生募集への寄与、あはきの普及啓発のた
めにホームページの充実を図っているが、その一環として会員校から「東洋雑学事典Ｑ＆Ａ」
の提出を頂き、ホームページに「東洋雑学事典Ｑ＆Ａ」の掲載を引き続き行っている。
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４）広報活動の一環として「会員校名簿」
「会員校要覧」及び「会員校学生募集要項」等の作成、
リーフレットは部分的な見直しを図って会員校のほか行政機関、業界団体並びに一般関係者に
対し情報提供の資料として活用を行った。
５）昨年度に引き続いて、
（公財）東洋療法研修試験財団が発行する「厚生労働大臣免許保有証」
の申請手続きは、９校から３２名の申込みがあった。
６）事業推進のため、関係行政機関との連携を密にし、
（公財）東洋療法研修試験財団、
（公社）
全日本鍼灸学会、あはき等法推進協議会、マッサージ等将来研究会、国民のための鍼灸医療推
進機構等のほか教育団体及び関係団体との情報交換を密にし、相互協力・連携強化に務めた。
７）平成２７年度から、あはき師の質の高い教育を担う人材養成の一環として、教員養成学科
を設置している専門学校（現在６校）の教員養成学科の教育に携わっている教員養成学科の責
任者、教員養成学科担当教員、教員養成の教育に興味・関心のある教員等が参加し、今の時代
に則した教員養成に関する教育について、教員同士が意見交換や情報交流を行っている。
４.会議の開催及び運営状況について
本学校協会における平成３０年度の総会、理事会、各事業部（委員会）等の開催及び運営状況は、以
下のとおりである。
１）総会の開催状況
会議区分/日時/場所

総 会
平成３０年 ６月１２日（火）
１４：１５～１６：４０
浜松町東京会館３９階会議室
（オリオンルーム）

議

事

内

容

【審議事項】
1.平成２９年度事業報告書(案)の件
2.平成２９年度決算報告書(案) 及び会計等監査報告の件
【報告事項】
1.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
2.あはき等法推進協議会の活動状況
3. (公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
4.各事業部(委員会)の活動状況
5.その他

出席状況
正会員:２４名
委任状:２１名
代理等:１７名

２）理事会の開催及び運営状況
会議区分/日時/場所

議

事

内

容

1.平成２９年度第１０回理事会議事録及び
全校連絡会議事概要の件
第１回
2.平成２９年度事業報告書(案)
平成３０年 ４月１０日(火)
3.カリキュラム改正に伴う協会の取り組み状況
１４：００ ～１５：５０
4.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）
5. あはき等法推進協議会の活動状況
6. 会長・副会長・各事業部(委員会)の活動状況
7.その他
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出席状況
理
監

事：１１名
事： １名

1. 平成３０年度第１回理事会議事録(案)の件
2. 平成２９年度事業報告書(案)の件
第２回
3. 平成２９年度決算報告書(案)並びに監査報告の件
平成３０年 ５月１５日(火)
4. カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
１４：００～１６：１５
5. （公財）東洋療法研修試験財団の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）
6. あはき等法推進協議会の活動状況
7. 各事業部(委員会)の活動状況
8. その他
1. 平成３０年度第２回理事会議事録(案) の件
2. 平成２９年度事業報告書(案)の件
第３回
3. 平成２９年度決算報告書(案)並びに監査報告の件
平成３０年 ６月１２日(火)
4. 任期満了に伴う役員改選の件
１１：４５～１４：００
5. カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
浜松町東京会館３９階会議室
6. あはき等法推進協議会の活動報告
（パールルーム）
7. (公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
8. 各事業部(委員会)の活動状況
9. その他
臨時理事会
平成３０年 ６月１２日(火)
１６：４５～１６：５５
浜松町東京会館３９階会議室
（パールルーム）

1.役員改選に伴う会長及び副会長選任の件

1. 平成３０年度第３回理事会議事録(案)及び総会議事録
並びに臨時理事会議事録の件
第４回
2. 理事会役員の業務分担の件
平成３０年 ７月１０日(火)
3.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
１４：００～１６：３０
4.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）
5.あはき等法推進協議会の活動報告
6. 各事業部(委員会)の活動状況
7.その他
1.平成３０年度第４回理事会議事録(案）の件
第５回
2.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
平成３０年 ９月１１日(火)
3.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
１４：００～１７：０９
4.あはき等法推進協議会の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）5.各事業部(委員会)の活動状況
6.その他
1. 平成３０年度第５回理事会議事録(案）の件
第６回
2. カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
平成３０年１０月 ４日(木)
3. (公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
１４：００～１６：２５
4. あはき等法推進協議会の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室） 5. 会長・副会長・各事業部(委員会)の活動状況
6.その他
1.平成３０年度第６回理事会議事録(案)の件
2.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
第７回
3.（公財）東洋療法研修試験財団の活動状況
平成３０年１１月１３日(火)
4.あはき等法推進協議会の活動状況
１５：３０～１７：１５
5.平成３０年度中間決算の件
奈良ホテル会議室 （奈良市）
6.各事業部(委員会)の活動状況
7.その他
1.平成３０年度第７回理事会議事録(案）の件
第８回
2.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
平成３０年１２月１１日(火)
3.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
１４：００～１６：２０
4.あはき等法推進協議会の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）5.各事業部(委員会)の活動状況
6.その他
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理
監

事：
事：

９名
２名

理
監

事：１０名
事： ２名

理
監

事：１２名
事： ２名

理
監

事：１２名
事： ２名

理
監

事：１２名
事： ２名

理
監

事：１１名
事： ２名

理
監

事：１０名
事： １名

理
監

事：１２名
事： ２名

1.平成３０年度第８回理事会議事録(案)の件
2.平成３１年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)・
第９回
資金調達及び設備投資見込みの件
平成３１年 ２月１２日(火)
3.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
１４：００～１６：５７
4.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
東洋療法学校協会（事務所会議室）5.あはき等法推進協議会の活動状況
6.各事業部(委員会)の活動状況
7.その他
1.平成３０年度第９回理事会議事録(案)の件
2.平成３１年度事業計画(案)の件
第１０回
3.平成３１年度収支予算(案)及び資金調達並びに
平成３１年 ３月１２日(火)
設備投資見込みの件
１２：００～１３：５０
4.カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
浜松町東京會舘３９階会議室
5.（公財）東洋療法研修試験財団の活動状況
(シルバールーム)
6.あはき等法推進協議会の活動状況
7.各事業部(委員会)の活動状況
8.その他

理
監

事：１２名
事： ２名

理
監

事：１０名
事： ２名

３）全校連絡会
会議区分/日時/場所

平成３１年 ３月１２日(火)
１４：００～１５：５０
浜松町東京會舘３９階会議室
(ゴールドルーム)

議 事 内 容

出席状況

（連絡事項）
1. 平成３１年度事業計画の件
2. 平成３１年度収支予算の件
3. カリキュラム改正に伴う学校協会の取り組み状況
4.(公財)東洋療法研修試験財団の活動状況
5. あはき等法推進協議会の活動状況
6. 各事業部（委員会）の活動状況
7. その他

出席：２１名
代理：１４名
欠席：２６名

４）教員養成学科教員意見交換会
会議区分/日時/場所
第４回
平成３０年 ８月 ７日（火）
１４：００～１５：３０
神奈川衛生学園専門学校 会議室

議

事

内

容

出席状況
出席：１３名
(会員校：12 名)

1.臨床能力試験について

(非会員校： 1 名)

５）事業部(委員会）の開催及び運営状況
(1)新カリキュラムに対応するための会議
会議区分/日時/場所

議

事

内

容

第１回新カリキュラムワーキンググループ（PT）
1.モデルコアカリキュラムの内容の検討
平成３０年１２月１７日（月）
2.その他
１０：００～１７：００
東京医療専門学校（四谷本部校舎）

出席状況

出席：

６名

(2)新カリキュラムに対応するための会議（あマ指実技評価試験実行委員会）
会議区分/日時/場所
第１回あマ指実技評価試験実行委員会
平成３０年 ４月２５日（水）
１３：５２～１６：５８
東洋療法学校協会（事務所会議室）

議

事

内

容

1.あマ指実技評価試験評価マニュアル案の策定
2.試験方法、評価表の再検討
3.平成３０年度の事業日程の確認

7

出席状況

出席：

７名

第２回あマ指実技評価試験実行委員会
平成３０年 ６月１３日（水）
１３：００～１７：００
東京衛生学園専門学校

1.あマ指実技評価試験 実施要領、実施マニュア
ル、評価表の実践的策定
2.実技シミュレーション前会議
3.実技シミュレーション

第３回あマ指実技評価試験実行委員会
平成３０年 ８月 ７日（水）
１３：５５～１６：３５
神奈川衛生学園専門学校

1.あマ指実技評価試験 実施要領、実施マニュア
ル、評価表の実践的策定
2.実技シミュレーション前会議
3.実技シミュレーション

第４回あマ指実技評価試験実行委員会
平成３０年１０月 ６日（土）
１５：１０～１６：１５
中和医療専門学校

1.あマ指実技評価試験第１回トライアルを経ての
試験方法、実施マニュアル、評価表の再検討
2.第２回トライアルについて

第５回あマ指実技評価試験実行委員会
平成３０年１１月１７日（土）
１６：４５～１７：５０
１９：４５～２０：３０
京都仏眼鍼灸理療専門学校

1.あマ指実技評価試験第２回トライアルを経ての
試験方法、実施マニュアル、評価表の再検討
2.今後の予定について

出席：

７名

出席：

７名

出席：

７名

出席：

７名

評価審査（トライアル）実施校２校
区分/日時
第１回
平成３０年１０月

参加校

６日（土）１０：００～１４：４０

第２回
平成３０年１１月１７日（土）１４：５０～１６：１０
１８：００～１９：４０

評価を受けた
学生数

中和医療専門学校

６３名

京都仏眼鍼灸理療専門学校

４１名

(3)あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者講習会
区分/日時/場所

参加状況

第１回
日時：平成３０年 ８月２５日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年 ８月２６日（日） ８：００～１８：００
会場：森ノ宮医療学園専門学校（アネックス校舎４階講堂）
第２回
日時：平成３０年 ９月 １日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年 ９月 ２日（日） ８：００～１８：００
会場：呉竹鍼灸柔整専門学校（８階講堂）
第３回
日時：平成３０年 ９月２９日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年 ９月３０日（日） ８：００～１８：００
会場：福岡医療専門学校
第４回
日時：平成３０年１１月 ３日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年１１月 ４日（日） ８：００～１８：００
会場： 呉竹鍼灸柔整専門学校
第５回
日時：平成３０年１２月 ８日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年１２月 ９日（日） ８：００～１８：００
会場：森ノ宮医療学園専門学校（アネックス校舎４階講堂）
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申請者数：２６名
受講者数：２５名
欠席者数： １名
申請者数：２９名
受講者数：２７名
欠席者数： ２名
申請者数：２４名
受講者数：２３名
欠席者数： １名
申請者数：２８名
受講者数：２８名
欠席者数： ０名
申請者数：２４名
受講者数：２３名
欠席者数： １名

第６回
日時：平成３０年１２月２２日（土）１０：００～１９：３０
平成３０年１２月２３日（日） ８：００～１８：００
会場：呉竹医療専門学校５F
第７回
日時：平成３１年２月 ９日（土）１０：００～１９：３０
平成３１年２月１０日（日） ８：００～１８：００
会場：森ノ宮医療学園専門学校（アネックス校舎４階講堂）
第８回
日時：平成３１年３月３０日（土）１０：００～１９：３０
平成３１年３月３１日（日） ８：００～１８：００
会場：北海道鍼灸専門学校

申請者数：４７名
受講者数：４７名
欠席者数： ０名
申請者数：２５名
受講者数：２４名
欠席者数： １名
申請者数：４２名
受講者数：４２名
欠席者数： ０名

(4）企画調整部（経営委員会）
会議区分/日時/場所
経営委員会研修会
平成３１年 ３月１２日(火)
１６：００～１７：３０
浜松町東京會舘３９階会議室
(ゴールドルーム)

研 修 会 内 容
1.特別講演
(1)テーマ：「専門学校の現況～高大接続改革への対応～」
講 師：東洋療法学校協会 法制部長 関 口 正 雄
(2)テーマ：「専門学校の実力 大学改革は他人事か」
講 師：読売新聞東京本社 専門委員 松 本 美 奈
2.質疑応答
3.その他

出席状況

出席：４８名

(5) 法制部（法制制度委員会）
会議区分/日時/場所
第１回法制制度委員会
平成３０年１１月１９日(月)
１４：００～１６：００
浜松町東京會舘（チェリールーム）

議 事 内 容
1.高等教育無償化等の動向について
2.平成３１年度開設予定の大学の設置に係る答申につ
いて
3.その他

出席状況
出席：４８名

(6)学術部（学術委員会及び学術実行委員会）
会議区分/日時/場所
第１回学術委員会
平成３０年１２月 ４日(火)
１４：００～１５：５０
浜松町東京會舘（オリオンルーム）

議

事

内

容

1.第４０回学術大会実施報告と反省
2.第４１回学術大会実施要綱
3.外部表彰選考結果報告
4.学会誌（第４２号）平成３１年２月発行について
5.第４１回以降の主管校について
6.その他

出席状況

出席：３０名

第４０回学術大会実行委員会(第２回)
平成３０年 ７月２３日（月）
1.第４０回学術大会実施について
１５：００～１７：００
2.その他
日本鍼灸理療専門学校

出席：１２名

第４１回学術大会実行委員会(第１回)
平成３１年 ２月 ６日（水）
1.第４１回学術大会実施について
１４：００～１６：００
2.その他
新大阪ワシントンホテルプラザ２F

出席：２６名
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(7)教育研究部（教育委員会）
会議区分/日時/場所
第１回
平成３０年 ４月２４日(火)
１４：００～１５：４５
浜松町東京會舘（ゴールドルーム）
第２回
平成３０年１０月３０日（木）
１３：５７～１６：００
浜松町東京會舘（ゴールドルーム）

議 事 内 容
1.平成３０年度 第４２回教員研修会の開催について
2.教員研修会における学校協会報告会の内容について
3.平成３１年度 第４３回教員研修会の開催について
4.平成３２年度以降の教員研修会について
5.その他
1.平成３０年度第４２回教員研修会の反省と収支報告
について
2.平成３１年度第４３回教員研修会の開催について
3.平成３２年度以降の予定
4.教員研修会の総括テーマの策定について
3.その他

出席状況

出席：２８名

出席：２８名

(8)広報部（広報委員会）
会議区分/日時/場所
第１回
平成３０年 ５月１８日(金)
１４：００～１６：００
浜松町東京會舘(ゴールドルーム)
第２回
平成３０年１１月 ６日(火)
１４：００～１６：００
浜松町東京會舘(ゴールドルーム)

議 事 内 容
出席状況
1.会報第１１５号の編集方針について
2.学校協会・関係団体の活動状況
3.グループ討議（高校生に対する職業理解への取り組み 出席：３０名
について）
4.その他
1.会報第１１７号の編集方針について
2.学校協会・関係団体の活動状況
3.グループ討議 （卒業生および在校生の愛校心を高め 出席：２９名
る方法について）
4.その他

(9)特別委員会（国家試験検討委員会）
会議区分/日時/場所
平成３１年 ２月２８日(金)
１４：００～１７：００
東洋療法学校協会（事務所会議室）

議

事

内

容

第２７回あはき師国家試験出題問題に対する会員校意
見の取りまとめについて

出席状況
出席：１５名

(10)特別委員会(倫理委員会)
(ｱ)平成３０年度版「学校協会会員校名簿（倫理委員会編）」
（平成３０年５月１日現在）に取り纏め、
会員校等へ配付。
（平成２８年度より教員養成課程を登載し、平成３０年度より「専任教員の資格
に関する判断基準について」を登載した。
(11)特別委員会（はりきゅう実技評価委員会・講習会）
会議区分/日時/場所

議

事

内

容

第１回 はりきゅう実技評価委員会
平成３０年 ５月２３日(水)
１４：００～１６：００
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.本年度実施に向けての計画及び確認事項について
（年間予定表の確認）
2. 平成３０年度の評価マニュアル（案）について
3.その他

第２回 はりきゅう実技評価委員会
平成３０年１０月１７日(水)
１４：００～１６：１０
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.評価結果について
2. 平成３０年度の評価マニュアルについて
3. 評価表について
4.その他
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出席状況
出席：１１名

出席：１１名

第３回 はりきゅう実技評価委員会
平成３０年１２月１７日(月)
１４：００～１６：２０
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.評価結果について
2.次年度以降の実施について
3.２０１９年度間計画（案）について
4.その他

第４回 はりきゅう実技評価委員会
平成３１年 ３月 ５日(火)
１４：００～１６：００
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.前回協議事項
2.評価表の変更について
3.はき実技評価運営責任者説明会について
4.実施要領の確認
5.その他

はりきゅう実技評価 審査講習会
平成３０年 ８月 ７日(火)
１４：００～１６：３０
神奈川衛生学園専門学校 会議室

1.概要説明
2.本年度の改正点について
3.統一課題について
4.その他

出席：１０名

出席：１１名

出席： ９２名

評価審査（東日本）実施校１６校
区分

実施日

参加校

派遣者数

評価を受けた
学生数

１

平成３０年

８月２７日（月）

東海医療学園専門学校

４名

３９名

２

平成３０年

８月３１日（金）

東京医療専門学校

６名

１０６名

３

平成３０年

９月

９日（日）

日本医学柔整鍼灸専門学校

６名

８１名

４

平成３０年

９月２０日（木）

日本工学院八王子専門学校

３名

２８名

５

平成３０年

９月２２日（土）

東京メディカル・スポーツ専門学校

６名

５９名

６

平成３０年

９月２６日（水）

呉竹鍼灸柔整専門学校

６名

８４名

７

平成３０年

９月３０日（日）

呉竹医療専門学校

８名

８１名

８

平成３０年１０月１４日（日）

日本鍼灸理療専門学校

１０名

１５０名

９

平成３０年１０月２３日（火）

日本健康医療専門学校

５名

５２名

１０

平成３０年１０月２５日（木）

信州医療福祉専門学校

２名

２０名

１１

平成３０年１０月３１日（水）

神奈川衛生学園専門学校

４名

４０名

１２

平成３０年１１月

９日（金）

東京医療福祉専門学校

６名

５６名

１３

平成３０年１１月

６日（火）

赤門鍼灸柔整専門学校

３名

５８名

１４

平成３０年１２月

１日（土）

東京衛生学園専門学校

６名

５５名

１５

平成３０年１２月

５日（水）

北海道鍼灸専門学校

２名

４７名

１６

平成３０年１２月

５日（水）

湘南医療福祉専門学校

３名

３０名

評価審査（西日本） 実施校１４校
区分
１

実施日
平成３０年

８月２５日（土）

参加校
福岡医療専門学校
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派遣者数
４名

評価を受けた
学生数
４４名

２

平成３０年

８月２８日（火）

大阪医療技術学園専門学校

３名

２８名

３

平成３０年

８月２９日（水）

東洋医療専門学校

４名

５６名

４

平成３０年

９月

８日（土）

明治東洋医学院専門学校

６名

７１名

５

平成３０年

９月

８日（土）

履正社医療スポーツ専門学校

２名

３０名

６

平成３０年

９月１１日（火）

四国医療専門学校

５名

５４名

７

平成３０年

９月１６日（日）

大阪ハイテクノロジー

４名

３７名

８

平成３０年

９月２６日（水）

関西医療学園専門学校

６名

８５名

９

平成３０年

９月２９日（土）

森ノ宮医療学園専門学校

４名

７０名

大阪行岡医療専門学校長柄校

４名

４８名

３日（水）

専門学校

１０

平成３０年１０月

１１

平成３０年１０月２０日（土）

鹿児島鍼灸専門学校

２名

１７名

１２

平成３０年１１月

ＩＧＬ医療福祉専門学校

２名

１７名

１３

平成３０年１１月１０日（土）

中和医療専門学校

４名

８３名

１４

平成３０年１１月１３日（火）

京都仏眼鍼灸理療専門学校

３名

３０名

７日（水）

評価審査（非加盟校） 実施校２校
区分

実施日

参加校

評価を受けた
学生数

派遣者数

１

平成３０年１０月１３日（土）

大分医学技術専門学校

２名

２１名

２

平成３０年１１月２６日（月）

森ノ宮医療大学

４名

５６名

(12)特別委員会（模擬試験検討委員会）
会議区分/日時/（場所）

議

事

内

容

出席状況

第１回統一模試作業部会
平成３０年 ８月 ７日（火）
１３：００～１７：００
神奈川衛生学園専門学校２号館

1.模擬試験問題精選作業
2.その他

第２回統一模試作業部会
平成３０年１１月２８日（水）
１４：００～１５：１０
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.模擬試験疑義問題の検討
2.今年度の試験について
3.アンケートについて
4.その他

参加者：１０名
陪 席： ２名
（出版社）

第３回統一模試作業部会
平成３１年 ３月２０日（水）
１４：００～１５：３０
東洋療法学校協会（事務所会議室）

1.第６回模擬試験アンケート結果について
2.第６回模擬試験ついて（反省点・総評）
3.平成３１年度第７回模擬試験ついて
4.その他

参加者：１１名
陪 席： ２名
（出版社）

参加者： ９名
陪 席： １名
（出版社）

５.その他関係団体等の会議開催及び運営状況について
本学校協会と特に関係のある団体についての会議の状況は、次のとおりである。
１）
「あはき等法推進協議会」の状況
構成メンバー ７団体（学校協会、全鍼師会、日鍼会、全病理、日マ会、日盲連、理教連）
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会議区分/日時/（場所）
第１回
平成３０年 ４月２５日(水)
１４：００～１５：００
（全鍼師会会館）
第２回
平成３０年 ６月１４日(木)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）
第３回
平成３０年 ７月１９日(木)
１６：００～１７：４０
（全鍼師会会館）

第４回
平成３０年 ９月２０日(木)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）
第５回
平成３０年１０月１８日(木)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）
第６回
平成３０年１１月２６日(金)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）
第７回
平成３１年 １月２４日(木)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）
第８回
平成３１年 ３月 １日(金)
１４：００～１６：００
（全鍼師会会館）

議

事

内

容

1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.「林芳正文科相が受けた指圧は違法だった」記事に関して
4.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.あはき柔整等広告検討会の審議状況と今後の対応について
4.ＷＨＯマニュアルセラピーガイドライン委員会プール金の ISO/TC249
問題対応への一部使用について
5.あはき受領委任の取扱に関する施術管理者研修の仕組み作りに向けて
6.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.施術管理者研修制度について
4.あはき柔整等広告検討会の審議状況と今後の対応について
5.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.施術管理者研修について
4.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.ハローワーク無資格マッサージの広告に関して
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告
について
5.その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.日本標準産業分類における「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」
等の取扱いについての要望(修正案)について
4. その他
1.前回議事録の確認
2.各団体からの報告事項
3.あはきの広告に関する検討会への対応について
4.日本標準産業分類の改訂に向けての対応について
5.その他

２）マッサージ等将来研究会「生涯･教育部会」「普及啓発部会」
構成メンバー ７団体（学校協会、全鍼師会、全病理、日マ会、日盲連、理教連、日東医）
会議区分/日時/（場所）
生涯･教育部会第 1 回
平成３０年 ５月１９日(土)
１０：００～１２：００
（東京医療福祉専門学校）
第２回
平成３０年 ８月１８日（土）
１０：００～１２：００
（東京医療福祉専門学校）

議

事

内

容

1.報告事項
2.平成２９年度収支決算と監査報告
3.更新講習進捗状況
4.リーフレット最終確認と印刷について
5.講習会参加者増員対策について
6.その他
1.報告事項
2. 平成３０年度第７回認定訪問マッサージ師講習会実施
に向けて
3. 鍼灸師の機能訓練講習会開催について
4.その他
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出席状況

出席

８名

出席１０名

第３回
平成３０年１１月１０日（土）
１０：００～１２：００
（東京医療福祉専門学校）
第４回
平成３１年 １月２６日(土)
１０：００～１２：２０
（東京医療福祉専門学校）

第５回
平成３１年 ２月 ２日(土)
１５：００～１６：００
（東京医療福祉専門学校）

第６回
平成３１年 ３月３０日(土)
１０：００～１２：００
（東京医療福祉専門学校）

第 1 回普及啓発部会
平成３０年 ６月１６日（土）
１０：３０～１２：００
（全日本鍼灸マッサージ師会会館）
第２回
平成３０年 ９月２２日（土）
１０：３０～１２：００
（全日本鍼灸マッサージ師会会館）
第３回
平成３０年１２月 ８日（土）
１０：３０～１２：００
（全日本鍼灸マッサージ師会会館）
第４回
平成３１年 ３月 ９日（土）
１０：３０～：１２：００
（全日本鍼灸マッサージ師会会館）

1.報告事項
2.平成３０年第７回認定訪問マッサージ師講習会実施（基
礎講義・実技講義）に向けて
3.平成３１年度第４回更新講習会実施に向けて
4.平成３１年度認定訪問マッサージ師講習会について
5.その他
1.報告事項
2.認定証の文言について
3.平成 31 年度 講習会内容について
4.新卒者向け案内について
5.その他
1.報告事項
2.認定訪問マッサージ師認定証の文言について
3.商標登録について
4.認定機能訓練指導員制度規則について
5.新卒者向け受講案内について
6.マッサージ等将来研究会の名称変更について
7.更新講習会について
8.来年度の実技講習会（2 月 2 日）について
9.その他
1.報告事項
2.2019 年度機能訓練講習会・認定訪問マッサージ師講習会
について
3.認定訪問マッサージ師認定証の文言について
4.マッサージ等将来研究会の名称変更について
5.更新講習会について
6.新部長選出と部員について
7.その他
1.報告事項
2.ＡＭＳホームページについて
3.平成３０年度の活動について
4.その他
1.報告事項
2.本年度前期の活動報告ならびに１０月からの予定に
ついて
3.その他
1.報告事項
2.第 2 回 普及啓発部会議事録の承認
3.ＡＭＳ―net のサーバー変更について
4.活動報告について
5.その他
1.報告事項
2.平成３０年度活動報告について
3.ＡＭＳホームページ移行について
4.平成３１年度の活動計画について
5.平成３１年度 普及啓発部会の開催日について
6.その他

出席１０名

出席

出席１１名

出席１０名

出席

５名

出席

５名

出席

５名

出席

４名

３）
「(公財)東洋療法研修試験財団」の会議状況
会議区分/日程 /(場所)

平成３０年度第１回 理事会
平成３０年 ５月１６日(水)
東洋療法研修試験財団（会議室）

議 事 内 容 等
１.審議事項
①平成２９年度事業報告書(案)について
②平成２９年度収支決算書(案)について
２.報告事項
第２６回国家試験受験者数及び合格者数について
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９名

ほか

平成３０年度定時評議員会
平成３０年 ６月 ５日(火)
東洋療法研修試験財団（会議室）

平成３０年度第１回 臨時理事会
平成３０年 ６月 ５日(火)
東洋療法研修試験財団（会議室）

１.審議事項
①平成２９年度事業報告書(案)について
②平成２９年度収支決算書(案)について
③評議員の退任（任期満了）に伴う選任について
２.報告事項
第２６回国家試験受験者数及び合格者数について
１.審議事項
①理事長および常務理事の選任について

平成３０年度第２回 理事会
平成３１年 ２月２０日(水)
東洋療法研修試験財団（会議室）

１.審議事項
①平成３１年度事業計画書(案)について
②平成３１年度収支予算書(案)について
２.報告事項
①理事長・常務理事の職務執行状況
②第２７回国家試験実施準備状況 ほか

平成３０年度生涯研修検討委員会
平成３０年１０月３０日(火)
東洋療法研修試験財団（会議室）

１．議 題
①施術管理者研修について
２．報告事項
①生涯研修受講者数者数について
②平成２９／３０年度の生涯研修について

平成３０年度第１回生涯研修実施作業部会
平成３０年 ９月１９日(水)
東洋療法研修試験財団（会議室）
第５回国家試験あり方検討会
平成３０年 ４月２０日(金)
東洋療法研修試験財団（会議室）

第６回国家試験あり方検討会
平成３０年 ６月２５日(月)
東洋療法研修試験財団（会議室）

ほか

ほか

他

１．議題
①施術管理者研修について

１. 議 題
①あり方検討会の位置付けについて
②第 1 回試行試験結果について
③今後の進め方について
１. 議 題
①中間整理（案）について
②第２回試行試験について
１.議 題
①第２回「あマ指」試行試験結果について
②第２回「は・き」試行試験結果について

第７回国家試験あり方検討会
平成３１年 ３月１９日(火)
ＴＫＰ上野貸会議室

４）
「国民のための鍼灸医療推進機構」の会議状況
構成メンバー（東洋療法学校協会・全日本鍼灸学会・日本鍼灸師会・全日本鍼灸マッサージ師会）
（１）運営委員会
会議区分
平成３０年度
運営委員会
（第１回）

日時/場所

議 事 内

平成３０年 ６月３０日（土）
１６：００～１７：３０
東京 品川・医道の日本社

容

1.平成２９年度事業報告と決算報告
2.平成３０年度計画と予算
3.委員交代について
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出席
４名
（協会関係者）

（２）運営作業委員会
会議区分
平成３０年度
（第１回）

日時/場所

議 事 内 容

平成３１年 ３月 ２日（土）
１８：００～２０：００
東京 新橋・貸会議室

1.平成３０年度事業報告と決算報告
2.平成３１年度計画と予算
3.運営委員会の開催日程について

出席
３名
（協会関係者）

（３）普及啓発作業部会
会議回数/開催期間/（場所）

議

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
平成３０年度 普及啓発作業部会（２回開催）
（大阪府鍼灸師会 会館：１回）
（東京 新橋・貸会議室：１回）

事

事

項

主な協議事項
1.鍼灸ｎｅｔについて
2.広報活動について
3.ファクトブックの改訂について

出席
１名
（協会関係者）

（４）研修作業部会（実施作業部会）
会議回数/開催期間/（場所）

議

事

事

項

主な協議事項
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
1.医療人研修講座の日程の検討
平成３０年度 卒後研修実施作業部会（４回開催） 2.医療人研修講座の科目と講師の検討
（東京医療専門学校 四谷本部校舎）
3.医療人研修講座実施要項の校正
4.研修修了者の確認

出席

４名
（協会関係者）

５）
「日本経絡経穴研究会運営委員会」等の状況
会議区分/日時/場所

議

日本経絡経穴研究会
平成３１年３月１７日(日)
１０：３０～１６：００
（東洋医療専門学校）

第６回研究会

運営委員会
平成３１年 ３月１７日(日)
１６：２０～１７：５０
（東洋医療専門学校 2 階会議室）

1.
2.
3.
4.
5.
6.

事

事

項

出席
参加者
４５名

平成 30 年度の活動報告
平成 30 年度の収支について
平成 31 年度の事業計画案について
平成 31 年度の予算案について
日本経絡経穴研究会の今後の動きについて
その他

出席 ６名
陪席 １名

６）
「鍼灸医療安全性連絡協議会」の状況
構成メンバー ５団体（学校協会、全鍼師会、日鍼会、理教連、全日本鍼灸学会）
会議区分/日時/（場所）
第１回
平成３１年 １月１５日(火)
１７：５０～１９：３０
（東京医療専門学校 四谷校舎）

議
1.
2.
3.
4.
5.

事

内

容

報告事項
本会の組織構成と名称
鍼灸医療安全性ガイドラインの改訂について
安全性に関する情報収集について
その他

出席状況

出席

７）ＷＨＯマニュアルセラピーガイドライン委員会の状況
今年度は、委員会としての活動は特に行われなかった。
８）
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の状況
構成メンバー（学校協会、全鍼師会、日鍼会、日盲連、柔整師会、日本医師会、慶應義塾大学、奈良
県橿原市、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、東京慈恵会医科大学、九州保健福祉大学、健康保
険組合連合会、認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ）
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７名

会議区分/日時/（場所）

議

事

内

容

第１回
平成３０年 ５月１０日(木)
１３：００～１５：００
（厚生労働省 省議室）

1. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整
復師等の広告の現状と課題について
2. その他

第２回
平成３０年 ７月１８日(水)
１４：００～１６：００
（厚生労働省 省議室）

1. 第１回検討会の主な意見について
2. 施術団体からの広告に関する提案
3. その他

第３回
平成３０年１０月１０日(水)
１５：００～１７：００
（厚生労働省 専用第 15 会議室）
第４回
平成３０年１１月２２日(木)
１３：００～１５：１０
（厚生労働省 専用第 22 会議室）
第５回
平成３１年 ２月１４日(木)
１３：００～１５：００
（霞山会館 霞山の間）
第６回
平成３１年 ３月１８日(月)
１４：００～１６：００
（TKP 赤坂駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 14A）

1. 地方公共団体、保険者からの広告に関する提案
2. その他

1. これまでの議論を踏まえた論点整理
2. その他

1. 景品表示法の概要
2. 表示等の適正化の取り組み
3. その他

1. これまでの議論を踏まえた論点整理
2. その他
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出席状況

出席１３名

出席１３名

出席１１名
参考人２名

出席１３名

出席１１名

出席１１名

