
                               

 

 

                                     

一般社団法人老人病研究会  令和元年度事業報告 
 

                        

１．第 12回認知症 Gold-QPD育成講座の開催 

 ＊台風接近のため恒例のコース順を逆転させ新シルバー/新ブロンズとなった。 

   新シルバーコース日程：（快晴） （全受講者：15名  受講料：100,000円） 

    11月 2日(土)：㈱舞浜倶楽部新浦安フォーラム 介護福祉の実修 

         （認知症入居者さんへの施術と入居者さんの体験談） 

    11月 3日(日)：東京衛生学園専門学校 三焦鍼法の実修 

       （中医鍼灸の基礎理論と三焦鍼法補寫手技レーニング） 

   新ブロンズコース日程：（快晴） 

    12月 14日(土)：東京衛生学園 AVホール 

         （認知症の西洋医学、西洋医学と鍼の総合討論） 

    12月 15日(日)：午前：東京衛生学園 407号室 

         （補寫手技の完成度測定、三焦鍼法実践トレーニング） 

 

     午後：公開講座セミナーの終了後 

    ≪認定証の授与式を挙行≫ 

      認知症 Gold-QPD育成講座ゴールドコースの完了者 

            Gold-QPD特別専門鍼灸師認定証授与：2名 

      認知症地域フロンティア代表 

        全国で合計 23名が初代代表メンバーとして任命 

 

２. 市民公開講座の開催 

（１）一般有料公開講座セミナー（認知症 Gold-QPD育成講座同日開催） 

    日    時 ： 令和元年 12月 15日（日) 13:00～17：00 

    場    所 ： 東京衛生学園専門学校 

    講    演 ： ①基調講演 I: 福生吉裕  (一社)日本未病総合研究所  代表理事 

                                           (一社)日本未病システム学会 前理事長 

            テーマ：令和時代における現代未病のススメ 

                ②基調講演 II: 兵頭 明（一社）老人病研究会 常務理事 

             テーマ：三焦鍼法による認知症対策:フレイル対策 

                                    

       募集対象者 ： 一般、専門家、医療関連学生、Gold-QPD鍼灸師 

       会 費 ： 一般、専門家   ： 3,000円 

                    医療関連学生   ： 1,000円 

                    Gold-QPD鍼灸師 :  無 料 

 受 講 者：46名（有料者）、Gold-QPD受講生 10名 

 

 

 

http://gochojunet.com/img/no12_newGold-QPD2.pdf
http://gochojunet.com/img/no12_newGold-QPD1.pdf


                               

 

 

（２） 新宿漢方クリニックとの共催事業の開催 

    東西融合医療セミナー・西洋医学・中医鍼灸・中医学漢方の講座 

   （名称；West & East Medical Seminar= WE-MEZウイーメッズ） 

     ＊ 場 所 ：（財法）日本公衆衛生協会ビル 1階会議室 

      ＊ 社団側参加者：川並 汪一  (一社)老人病研究会会長 

                    黒川 胤臣  (一社)老人病研究会理事 

     ＊ 受講料：2,000円(会員、学生割引あり) 

 

 ① 第 13回  7月 7日「アメリカの鍼灸医療と食生活のアドバイス」  

       講師：川並 弘樹（元 UC Berkeley校講師）  

  ② 第 14回 9月 8日 「認知症は家族ぐるみの人間劇場」 

       講師：佐藤 裕彦（真言宗智山派僧侶 鍼灸師） 

  ③ 第 15回 12月 8日 「百歳健寿のための健食と体調管理」 

       講師：川並 弘樹（新宿漢方クリニック鍼灸部門主任） 

 

（３）認知症市民公開講（横須賀市） 

  テーマ「認知症予防・改善に対する東洋医学鍼灸の取り組み」 

  講  師 ：兵頭 明 (一社)老人病研究会 

  日 時 ：令和元年 1月 13日（日） PM13:00～PM16:00 

  場  所 ：横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか 6階ホール） 

  主 催 ：(一社)老人病研究会 

   後 援  ：神奈川衛生学園専門学校、葉山・紫雲堂 

   受講者  ：80名 

 ※ 第 8期 Gold-QPD鍼灸師 高木真弥氏の尽力により開催した。 

   ※ 川並会長と佐藤事務局長が参加した。 

 

３．街ぐるみ認知症相談センター支援事業 

  ① 認知症市民公開講座支援 

      令和元年 3月 16 日（土）14:00～16:00 

  ② 街ぐるみ認知症相談センターへの業務支援 

   事務業務支援  毎週 4日間 

             （佐藤貞夫、千代勝彦、本田啓二郎 

  ③ 地域活動における支援（区民祭など） 

     地域でのイベントに参加し、認知症啓発活動を行った 

 

 

 



                               

 

 

４．ホームページによる情報発信 

      ・本会の実施事業等活動状況を毎月公開 

      ・本会の収支決算報告書の公開 

      ・本会の年間事業計画の公開 

 

５．本会 年報発行 

 2019年版（第 41号）の発行-1000部 

   (1) Gold-QPD卒業生の活動内容 

 (2) 平成 30年度事業報告 

 (3) 平成 31年度事業計画 

 (4) そのほか事業に伴うニュース等 

   

６．認知症 Gold-QPD専門鍼灸師の紹介検索サイトのバージョンアップ 

  全国版認知症 Gold-QPD鍼灸師リストの公開  

 （1）Gold-QPD鍼灸師リーダーグループ 

     （渡辺明春、齋藤隆裕、植松秀彰、河原保裕、高士将典、石塚僚司） 

 （2）Gold-QPD特別資格認定鍼灸師グループ（ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰｽ修了 Gold-QPD鍼灸師） 

  (3) Gold-QPD鍼灸師グループ（ブロンズ+シルバー修了者） 

 

 

７．ネット医学図書の完成（蔵書作成準備） 

高齢社会における老年症候群の対処法を東西融合医療の観点からまとめた。 

            社団法人老人病研究会のホームページへ掲載 

   最新医学の総説  http://tcm-kampo.com/sosetu_contents.php 

   臨床科の症例提示 http://tcm-kampo.com/case_contents.php 

 

 (1) 老年症候群などの総説と症例検討例を日本医大教授陣からの寄稿で完成 

 (2) それらを全てホームページにアップ 

 (3) 韓景献教授の特別寄稿文をアップ 

 (4) 著書作成の準備としてネット配信した。 
 

８．「対外共同事業管理部門」（中間優理事担当）の活用： 

佐藤大地氏が共同事業に参画し YouTubeに Gold-QPD育成講座をアップした。 
以下の YouTubeで、Gold-QPD育成講座の全体像をご覧ください。 

https://youtu.be/0kYMOmbA7m0 

http://tcm-kampo.com/sosetu_contents.php
http://tcm-kampo.com/case_contents.php
https://youtu.be/0kYMOmbA7m0


                                     

 

                                     

一般社団法人老人病研究会  2020年度事業計画（案） 
 

 

１．第 13回認知症 Gold-QPD育成講座の開催 

《ブロンズコース》（基礎編：鍼灸師＋医師を対象とする） 

日  時  ：2020年 10月 10日（土） 

                   2020年 10月 11日（日）2日間 

場  所  ：東京衛生学園専門学校 

募集定員：30名 

《シルバーコース》（実習編：医師用の鍼灸特別トレーニング） 

             ※医師用には鍼灸特別トレーニングを組むこととする 

日  時  ：2020年 11月 14日（土） 

          2020年 11月 15日（日）2日間   

場  所  ：(株)舞浜倶楽部(11月 14日)、東京衛生学園専門学校（11月 15日）                 

募集定員：30名 

受講料（ブロンズコース・シルバーコースあわせて）： 100,000円 

２. 市民公開講座の開催 

（１）一般有料公開講座セミナー（認知症 Gold-QPD育成講座同日開催） 

    日  時  ：2020年 11月 15日（日) 13:00～17：00 

 

    場  所  ：東京衛生学園専門学校 

   東京都大田区大森 4-1-1 

    講  師  ：① 兵頭 明     (一社)老人病研究会常務理事 

          テーマ： 三焦鍼法による認知症対策 フレイル対策 

         ② パネルディスカッション 

          総合司会 廉隅紀明  (一社)老人病研究会常務理事 

          パネリスト：高木真弥 中医鍼灸:紫雲堂〔典薬寮会〕代表 

                北島 学 ㈱舞浜倶楽部 統括施設長 

                川並弘樹 カリフォルニア大学バークレー(元)講師 

          テーマ： コロナ禍における鍼灸・介護の課題と免疫アップ 

                                             

募集対象者：一般、専門家、医療関連学生、Gold-QPD鍼灸師 

会  費   ：一般、専門家: 3,000円 

  医療関連学生: 1,000円 

  Gold-QPD鍼灸師: 無料 

 

（２）新宿漢方クリニックとの共催事業、 

 東西融合医療セミナー・西洋医学・中医鍼灸・中医漢方の講座 

   （名称；West&East Medical Seminar= We Medsウイーメッズ） 

コロナ禍により本年度は中止 



                                     

 

３． ホームページによる情報発信 

      ・本会の実施事業等活動状況を公開 

      ・本会の収支決算報告書の公開 

      ・本会の年間事業計画の公開 

 

５．本会 年報発行 42号 

   2020年版（第 42号）の発行－1000部 

   (1) ホームページの主要記事より転載を主たる内容とする 

   (2) Gold-QPD卒業生の活動内容 

 （3）特集号「Gold-QPD過去 10年間の総括と話題」 

   (4) 2019年度事業報告 

   (5) 2020年度事業計画 

   (6) そのほか事業に伴うニュース等 

 

６．認知症 Gold-QPD専門鍼灸師のサイト刷新、地区代表の選定と動画作成 

  ・全国版認知症 Gold-QPD鍼灸師リストの最新版を公開中 

（1） Gold-QPDフロンティア地域代表の決定 

７．著書制作準備 

  「認知症、メンタル疾患、老年症候群の治療はどこまで可能か？」 

   現在原稿準備中、出版社との交渉中 

 

 



一般社団法人老人病研究会

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金 558,976 819,503 △ 260,527
          未収会費 300,000 250,000 50,000
          たな卸資産 302,599 324,474 △ 21,875
        流動資産合計 1,161,575 1,393,977 △ 232,402
   2. 固定資産
        基本財産
          定期預金 2,000,000 2,000,000 0
        基本財産合計 2,000,000 2,000,000 0
        固定資産合計 2,000,000 2,000,000 0
        資産合計 3,161,575 3,393,977 △ 232,402
Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
          未払金 0 0 0
          前受金 100,000 0 100,000
          預り金 3,063 3,063 0
        流動負債合計 103,063 3,063 100,000
   2. 固定負債
        固定負債合計 0 0 0
        負債合計 103,063 3,063 100,000
Ⅲ  正味財産の部
　　　一般正味財産 3,058,512 3,390,914 △ 332,402
      正味財産合計 3,058,512 3,390,914 △ 332,402
      負債及び正味財産合計 3,161,575 3,393,977 △ 232,402

貸借対照表
令和  1年  3月 31日 現在
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