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(公社)岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和
今年総理官邸に、加藤勝信副官房長官を表敬訪問しました。
初めて官邸内を見せて頂いた後、官房副長官執務室へ案内いただき、
しばし意見交換をさせて頂きました。各フロアーには警護、記者団の方
々が常駐されていて、さすが日本のホワイトハウスといった趣でした。
この場を借りまして、加藤勝信先生には深く感謝申し上げます。
9月には国の安全に関わる安保関連法案が成立する見込みですが、それに関して大きな議論が
今行われています。自国を守り、国民を守るとすれば当然だと思います。我が国の未来をどう誘導
するかです。中国では自分の置かれた恵まれた環境が、すべて中国国家のお陰としています。国を
愛し、国への恩恵を感じる背景には、少年期からそのような教育がされていると思われます。日本で
は国を愛し、豊かに暮らせる為に世界とどう調和して政治を行っているかなどを幼い頃から教育して
おく必要を感じます。
さて、鍼灸師は国民の健康を守る国家の医療費の削減に貢献するため広く健康予防に鍼灸の必
要性を認めてもらうためのアピールをしていかなければなりません。
この度私は(公社)日本鍼灸師会の理事に再選され、学術委員長の役職を拝命いたしました。
学は基礎系、術は臨床系を表しています。学と術のコンビネーションを駆使することは、鍼灸師の資
質向上に必要です。今、全国の学術部へアンケート報告をお願いしております。返答のあった報告
には素晴らしい企画をもって講習会を開催されているところが多いようです。個々の持つ属性をより
高められるよう、その中から共有できる、シリーズ化など出来る企画を求めていきます。
もう一つ私は免許更新制を主張しています。それは知識はいくらあっても良いからです。試験を受
けるのではなく、知識を単位としていけば自動的に更新できるポイント制の仕組みです。そうするこ
とで、鍼灸師はいずれかの業団に所属する必要性が出てきます。
勉強せざるを得ない環境は個々のレベルを高くし、鍼灸を推進することに繋がります。
しかし、法律を変えることには時間がかなりかかります。
いま７業団では厚生労働大臣免許保有証検討委員会を立ち上げ、免許保有証発行に向けて協議を
重ねてきました。発行の目的は、無資格者と有資格者を判別するもので、携帯可能なプラスチックカ
ードで、有効期間は５年間です。
今は単なる身分を証明するだけのものですが、将来的には東洋試験財団や全国の学術講習会等
に参加すればポイントが加算される仕組みを持つようになれば、私の思っていた免許更新制に少し
近づいた形になるかもしれません。いずれにしろ、時は流れていきます。将来の形も少しずつ変化し
てきているように感じます。
最後に、第11回(公社)日本鍼灸師会全国大会in神奈川が、10月31日(土)～11月1日(日)に開催され
ます。是非先生方のご参加をよろしくお願いいたします。

総理官邸表敬訪問報告
平成27年6月8日(月)に加藤勝信官房長官の下、総理官邸へ表敬訪問を行
いました。各階に20名程のＳＰが常駐しており、奥にあるエレベーターを上が
ると、総理大臣室と官房長官室と副長官室の4部屋がありました。それ以外
の部屋は作れないそうです。

<官房副長官室にて>

2

平成27年度 第38回 定時総会開催の報告
報告者 : 総務部長 落 吉生
日 時：平成27年5月17日（第3日曜日）午後1時00分
場 所：岡山市北区石関町 岡山県総合福祉会館４階大研修室
出席数：会員総数 226名 委任者数 96名 出席者数 52名 欠席者数 78名
理 事：内田輝和・木多義則・中原眞行・国安俊成・落 吉生・赤枝壽士・才野優一・西谷典人
大町成人 ・藤原秀雄・山口大輔・福原隆行・吉田和彦・馬場みずほ・市村由美子
監 事：貝原直美・川野由倫子
議 事：公益社団法人岡山県鍼灸師会の平成27年度定時総会を開催するにあたり、上記社員
並びに理事15名と監事2名が出席した。執行部より議長の選出に関して諮ったところ、
出席者一同中より執行部一任との声があり、執行部より選出した川西清隆・定廣隆司の
両氏が選出された。両者はこれを承諾し議長席に登壇し議長団は本日の定時総会が能
率的に行われ建設的に討議されるように全員に協力を要請した。
議長は発言し、執行部に定足数の確認を求め、本定期総会は会員総数226名中出席者
数52名と96委任状出席を加えて定足数を満たし、定款第18条の規定に基づき本総会
が成立することを確認し、午後1時45分に開会を宣言して議事の討議に入った。
議長は発言し､本総会の議事録署名人を誰にするか執行部にたずねた。そして執行部は
定款第20条に出席した会長と出席した監事とあるので内田輝和、貝原直美、川野由倫子
である。そして書記を落 吉生にしたいと回答し、議長はこれを議場に承認を求め全員異議
なくこれを承認した。
会務報告
1．平成26年度事業報告の件
2．平成27年事業計画及び収支予算の件
3．平成27年度資金調達及び設備投資の
見込みを記載した書類の件

議決案件
<会長挨拶>
第1号議案 平成26年度貸借対照表の件
第2号議案 平成26年度損益計算書（正味財産増減計算書）の件
第3号議案 平成26年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書の件
第4号議案 平成26年度財産目録の件
全て承認
国安俊成副会長より閉会の辞があり、午後3時16分に終了した。

公益社団法人 日本鍼灸師会岡山県師会・会員異動状況報告
報告者：(公社)日本鍼灸師会岡山県師会事務局 木多 義則
平成２７年３月１日～平成２７年８月３１日

現在の会員数 １７４名

入会会員
華山 泰平、西 裕貴子、宗友 章二、龍神 孝慶、小野 雄三、大下 由美子、小原 陸夫、
三島 光泰、王賀 雅夫、加藤 祐奈

退会会員
山本 望美、孫 順梅、藤原 理、明樂 光正、山下 行治、渡邊 伸行、角田 太一
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会長コラム

多事鍼言
相撲は日本の国技と言われている。

名古屋場所千秋楽では白鵬が優勝し、加藤勝信官房副長官が内閣総理大臣賞の授与を行った。
15年前、モンゴルから1人の少年が異国の国技に身を投じ苦難のすえ横綱となったのが、白鵬
である。土俵に夢を見てそして優勝回数で誰も成しえなかった大鵬の32回をついに越えた。あ
るインタビューで、なぜ8年もの長きにわたり国技の頂点に君臨出来ているのか、を問うてみ
ている。
それによれば、自分は相撲バカで誰よりも相撲が好きと言える自信がある。そして自分に打ち
勝つため、日々過去の対戦映像を見ながら取り組む相手を分析し、立ち合いの両足の位置や角
度・高さ・方向などを計算し戦略を練り上げる。また真の自分を知る為に土俵にあがるという

。敵は自分自身であり、自分にどう勝つかとの意識を持って戦っているという。まさに心・技
・体への挑戦であろう。弱冠30歳とはとても思えず。
トップを維持するモチベーションは尋常では難しい。しかし目の前に新しいライバルが出現す
れば、再び心に火が付く。張り合う相手が居ることは幸福である。人生もどう生きるかは、す
べては自分自身にある。我、強く潔い心を持って鍼灸道を歩む。

(公社)日本鍼灸師会
平成27年度定時代議員総会出席報告
報告者: 副会長 国安 俊成
（公社）日本鍼灸師会では年に1度、全国から代議員が集まり総会を開催します。報告事項、決
議事項の伝達をし、各県から現況、会の運営に関する意見などを聴きます。本年度の代議員総
会は6月7日に東京渋谷の日本鍼灸理療専門学校にて開催され、代議員113名のうち93名が参
加して開催されました。（委任状18 欠席2）
岡山からは市村、国安が出席しました。また本部理事として本会の内田輝和会長が参加されて
おります。
今回の主な内容は26年度事業の報告、27年度の運営方針、事業計画及び収支予算など。また
決議事項として26年度の決算、定款及び諸規定変更の件がありました。また本年度は理事の改
選があり、内田先生は引き続き役員を務められることになりました。特記事項は以下のとおりで
す。
①卒後研修機関の登録について：各治療院を研修機関として登録の協力を願いたい。このデー
タは厚労省に提出して会の卒後研修のシステムとして確立していく（柔道整復師の組合は卒
後研修機関として1,500軒の治療院を登録している。）募集の詳細はHP鍼灸ネットをご確認く
ださい。
②災害補助委員会を各県に設置。業団として全国的に防災に取り組む姿勢をあきらかにする。
③来年の全国大会は平成28年10月9日～10日の2日間、福岡で開催予定。
詳細につきましてはHPでご確認頂くか国安までご連絡ください。
また、翌日は日本鍼灸師連盟総会が参議院議員会館で行われ、全国より96名の会員が参加し
ました。総会に先立ち、国会議事堂や参議院本会議場等を約1時間半にわたり見学を行い、議員
食堂で昼食後、総会が開かれました。また、国会議員との意見交換会も行われました。
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鍼灸術を通じての社会奉仕活動
市民ランナーのコンディショニングをサポート!!
＝医療ボランティア・第23回津山加茂郷フルマラソン全国大会＝
第4回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設の報告
報告者 : 運営実行委員長・トータルマネージャー 木多 義則
テントリーダー 山口 大輔・北村 圭司
開設日時 ／ 平成27年4月19日（日）8：30～15：30
開設場所 ／ 津山市加茂町スポーツセンターテニスコート
岡山県津山市加茂町中原493-3
スタッフ／ (鍼灸師・柔道整復師) 32名、学生 7名
設置ベッド数 ／ 10台、ストレッチマット15枚
利用選手数 ／ 160名
8:00：集合・受付(名札、帽子)、機材搬入・準備、
開始全体ミーティング
16:00：終了・撤収・終了ミーティング・解散

（公社）岡山県鍼灸師会は公益事業の一環として、津山加茂郷フルマラソン全国大会実行委員会
からの派遣依頼を受け、4回目のスポーツ鍼マッサージケアステーションを開設し、出場選手のケア
サポートを実施したので報告する。
今回初参加スタッフのため3月29日に「事前トレーナーセミナー」を本会の療養費等適正運用指導
室で開催した。先ず、木多運営実行委員長のオリエンテーションが行われ、「ケアスペースマニュア
ル」小冊子を用いて、運営マニュアル、スポーツケアスペースマニュアル、ケアスペースにおけるガイ
ドライン、ケアスペースの学生対応マニュアル、施術上のガイドライン、施術上の注意事項などの説
明があった。その後、内田運営委員長からフィールドで使用する鍼体に触れることなく刺入できる「ス
ポーツ針管鍼」の使用方法を確認し、座位で腰痛を軽減させる方法を教わった。
続いて、山口実行委員長によるアキレス腱のキネシオテーピング実技指導が行われ、二人一組と
なりテーピングの実習をした。スポーツの現場での鍼灸施術は、症状の緩和や怪我の治癒の促進な
ど、スポーツ障害の治療に効果を発揮する。
この大会は、津山市加茂町スポーツセンター総合グラウンドを発着点に開かれ、岡山県北唯一の
フルマラソンで、緑豊かな山間・阿波地区を折り返す42.195キロ、高低差300メートルという起伏に富
んだハードなコースが全国の市民ランナーに好評となっている。年齢、男女別で争うフルマラソン6部
門に1,729人、4.2195キロのミニマラソン3部門に332人がエントリー。
当日の天候は雨時々曇り、気温10℃、湿度100%、風力・西の風0ｍ。
朝8時の集合時間に余裕を持って到着したので、予定を少し繰り上げ
ベッドなどの設置を行った。受付準備中に数名の選手が、ケアステー
ション開始時間の確認に来た。これは、この大会でのケアステーショ
ン活動が、多くの選手に認知されてきたことの裏付けとなる。設置完
了後全体ミーティングが行われ、役割分担が発表、続いて天候や競
技特性による起こり易い傷害の情報や、テーピング希望が出た場合、
自信がなければすぐにテントリーダーに依頼すること、および施術時
<木多実行委員長による
には刺激量に十分注意して行うことなどが確認された。特に雨天時
全体ミーティングの様子>
の競技では、選手の競技中の水要求量が減少することによる脱水
が起こりやすく、電解質バランスの崩れにより筋痙攣などの症状を訴える選手が増える可能性があ
ることを伝えた。また、前回のケアステーションでは長時間施術するスタッフが数名いたため、ベッド
の回転率が下がり、その結果、非常に混雑し選手に迷惑をかけた経緯があり、その反省をもとに、
施術時間15分以内を厳守するように指示を行った。
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8時30分の受付開始直後は選手も疎らであったが、15分もしないうちに10台全てのベッドが埋まっ
た。それ以降はフルマラソンの集合時間までベッドが空くことはなかった。雨のため、ケアを待ってい
る選手にテント外へ並んでいただくわけにもいかず、急遽北村テントリーダーがケアテント内に選手
の待機場所を設け対応した。その際に、段ボール箱を利用し選手が持ってきた傘の簡易傘立てを
作ったのは気が利いていると思った。ケアステーションを利用した選手の要望としては、最近の練習
で傷めた部位や古傷のケアが多いように感じた。日頃、傷害のケアができず大会当日になり、最後
の頼みの綱としてケアステーションを利用しているように見える。そのような選手には、積極的に地
元の治療院を利用して、傷害をコントロールするようにアドバイスした。治療院を利用したことのない
一般の人は、なかなか受療行動に出ることができないので、このような場に参加した鍼灸師本人が
、自身の治療院を紹介するのも良いと思った。フルマラソンのスタート後は、選手が戻るまでしばらく
何もない。この時間を利用し食事を摂ると同時に、治療に関する情報交換を行ったり、治療技術を
披露したりする。
学生や卒業したばかりの者は、その場に居るだけでたくさんの
知識や経験を得ることができる。積極的に参加して欲しいもの
だ。
フルマラソンのトップランナーが帰ってきた頃から30分ほどす
ると、走り終えた選手がケアステーションを訪れはじめ、すぐに
ベッドが埋まった。天候も回復傾向であったため、予備のベッド
1台とストレッチマットを屋外に設置し、選手の待ち時間の短縮
を図った。今回のケアステーションでは、大きな障害や怪我を
した選手もなく、スムーズな運営であった。今後もこのような活
動を通じ、スポーツ愛好家への鍼灸の普及に努めると同時に
、学生にとって良い経験が出来るケアステーション運営を心が
<テント外での施術の様子>
けたい。後日、この医療ボランティア活動が地元新聞に「人気
を集めた鍼・マッサージのコーナー。ゴールしたランナーの疲れを癒した」と写真付きで掲載され、ま
た地元ケーブルテレビの取材がありニュースと特集版で放映され、マラソン大会での鍼灸施術の認
知度が高まった。

【ケアステーション参加スタッフの声】
当日は、雨が降ったり小雨になったりの天気で、レースコンディションとしてはいいとは言い難かった。
競技開始前、2人治療を行った。うち、1人は下腿後面の張りとこむらがえり予防のテーピングを希望
された。事前トレーナーセミナーでふくらはぎの痙攣を防止するテーピングを教えてもらっていたので
、対応ができた。
ゴールをしてからの選手を見た数は昨年に比べて少なかったと思う。また、去年はゴール後に筋痙攣
を起こす人を多く見たが、今年は少ししか見なかった。選手が水分をしっかり摂取していたからか、雨
が降っていたからかわからないが、良かったと思った。
今回、良かったのは、2人又は3人1チームになって、施術者、記録者、誘導者のそれぞれの役割で動
けたことだった。前回、施術者になった時に施術に集中してしまい、時間をオーバーしてしまったこと
があったので、記録者のタイムコントロールが非常にありがたかった。
前回できなかったテーピングが一部とはいえ、出来たこと。記録者のコントロール下で時間通りに施
術出来たことが今回の成果だったと思う。
競技後の筋痙攣に対する処置にまだ不安があるので、次回はそれが出来るようになりたい。
(谷口美保子)

<マラソンスタートの様子>
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<臀部へのマッサージ>

天気予報通り朝から雨でした。ここまでの雨での活動は初めてだと思いますが、気温はそれなり
に高く、スタートしてからは雨は小ぶりになったようでよかったです。ケアステーションのテントは雨
風をしのげるようにしてくれているので、とてもやりやすかったです。
毎年参加していますが、今回はケアスタッフとして3名でチームを組みました。鍼灸の免許をとり
たての本田先生、柔整師で経験もあり、鍼灸の免許をとったストレッチが得意な那須先生。私は、
互いにできることを確認してケアを始めました。今回気を付けたことは、時間を守るということ。こ
れは、15分を目安としましたが、時々20分になることはあってもだいたい守ることはできました。
ケアの内容で、ある40代くらいの男性が足の痙攣を訴えて
来られました。朝のミーティングで山口先生からも注意があり
ましたが、雨や今回のように涼しい環境では、給水が十分で
ないために脱水になりやすいということ、まさにそういう症状
でした。3時間半で完走し、しばらく座って休んでいると右の
腓腹筋がつって痛みに困り、ケアステーションを訪ねて来ら
れたとのこと。靴を脱いでベッドに上がるだけで左のふくらは
ぎが、つるといった状態。ストレッチをして少しおさまったところ
で鍼をしていると今度は大腿四頭筋がつってくる。アイスマッ
サージを試みて、また鎮まったところで鍼をして、そんな追い
かけっこを数分繰り返していると、いくらか痛みがましになり、
<混雑するケアテント内>
様子をみることに。テントリーダーの山口先生と相談しながら
行い、レースの前半で給水が十分でなかったこと、現在脱水状態にあり、水分を摂るようにすす
め、どうにもならなければ輸液が必要だが、休んで様子を見て帰るように話しました。過去にも周
りのベッドで、こういった状態の選手を見たことはありましたが、私自身が痙攣を止めようと奮闘し
たことは、貴重な経験となりました。
そしてもう一つ、私にとって貴重な経験がありました。それは、後輩を意識して施術するというこ
とです。今まで私はあまりスタッフに気を使って施術を行ったことはありませんでした。しかし、鍼
灸師になったばかりで、経験の浅い先生に対し、一緒に触診し、鍼やマッサージを指導するように
することで、私も的確に施術することができたと思います。はじめの数人施術している時は、その
ことに気づかず、ただ私が思うようにすべての施術を完結させてしまっていました。途中から気付
いて、互いの特性によって、ケアを分担することができたことは、いつも一人で仕事をしている私
にとってこういう場だからできた経験だと感じています。まだまだ未熟ではありますが、それでも自
分は中堅的立場にあることを意識して、今後の活動を頑張っていこうと思えたことが今回の収穫
です。
最後に、木多先生、いつものことながら細かな準備をしてくださりありがとうございました。おか
げで気持ちよくケアをして帰ることができました。
(福原 隆行)

<テント内でのケアの様子>
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今回初めての参加ということで大変緊張しており
色々と不安もありましたが、先輩鍼灸師の先生
方の施術を見させてもらい、また臨床上のアドバ
イスなども頂き、大変充実した時間を過ごすこと
ができました。開業鍼灸師としてなかなか相談し
たくても相談できる相手がいなかったり、また自
分の治療技術を計る場がないのでこうした機会
を与えて頂き感謝しています。こういった繋がり
をこれからも大事にしていきたいです。
選手のケアに関しては、まったく初めてということ
もあり、必ずしも選手の望むようなケアができた
かどうか自信がありませんが、普段仕事で行っ
ているようなリラクゼーションの施術ではうまくケ
<天気回復後の受付の様子>
アができなった部分もあったのでこれからも場数
を踏んで、現場での対応ができるように手技能力をしっかりと高めていきたいです。最後に大会に向
け準備をしてくださった先生方、参加スタッフの方有難うございました。おかやまマラソンも是非参加し
たいと思います。
(東原 広一郎)

当日はあいにくの天気でしたが、参加した選手からはコンディション的には良く、走りやすかったとのこ
とでした。確かに今回は足がつった人も少なく、コンディションを整えるレベルの利用者が多かった様
に思いました。またトレーナーとして参加した先生方は若い方が増え、活気がありました。朝日の学生
の参加も多く、いい形で若返りができているように感じました。ケアスタッフ数も40名と十分で、10台の
ベットを無理なく回せていた様に思います。治療時間を15分に決めた事も良かったのではないでしょう
か。今回は天候のこともあり、外での施術ができませんでしたが、それができればより多くの選手が利
用したと思います。この大会は選手の間では知名度が高く、利用者が増えることが予想されます。今
後の課題としてはこの規模のケアスタッフ数の維持をしていく事だと思います。木多先生大変な準備
をありがとうございました
(国安 俊成)

この大会のケアスタッフとして参加することは、初めて鍼を体験する選手や急性外傷の選手の施術
に当たることができ、生の施術も拝見させていただくことが出来るのでとても楽しみに しているイベ
ントです。今年は昼に選手が走っている時間帯、例年よりもゆっくりしていて、その間も他の先生の
技術などを 教えて頂くなど有意義な時間を過ごさせていただきました。毎年のことですが今年もとて
も良い収穫となりました。日頃の施 術に生かしています。
受付担当の学生参加者が少なかったので先生方の施術を見学出来ていないようでした。参加して
いる学生がもっと良い勉強の場にできたらよいのにと感じます。私自身、学生の頃からこのトレーナ
ー活動でいろいろな先生の技術やお話しを聞けることを楽しみに参加していました。今は私もトレー
ナースタッフです。今後はもっともっと学生にも興味を持っていただけるような活動になるよう頑張っ
ていきたいです。
(吉田 和彦)
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津山加茂郷フルマラソン全国大会に参加された皆様、お疲れ様でした。
ケアステーションを利用してもらった事で、全国から参加されたランナーに鍼灸とは、どのようなも
のか知ってもらえた事と思います。前回、前々回よりケアステーションはより一層なくてはならない
ものになってきましたね。
(内田 成洋)
私は倉敷芸術科学大学で鍼灸を学ぶために山口県から岡山県にやってきました。
大きな大会でケアスタッフをするのは初めてでしたが、色々な先生方の治療を見ることができ、とて
も勉強になりました。また来年も参加したいです。まだまだ未熟者ですがこれらからもよろしくお願
いします。
(白井 里実)
私は以前も学生の時にこの大会に参加したことがありましたが、今回は鍼灸師として、参加し、実
際にケアをさせていただきました。学生の時とは視点が変わり、初めての事もたくさんありましたが
、県師会の先生方ともお話ができ、間近で治療を見ることができてとても勉強になりました。来年も
ぜひよろしくお願いします。
(安藤 晶美)
この大会でのケアステーションの活動は、私にとって2度目の参加になります。各方面で活躍される
先生方の施術方法を見せて頂くことができる場として、大変勉強になると感じています。当日、雨天
であったため、ケアステーションに来られる選手は、去年よりも少ない状況でした。昼食後、ゴール
する選手が来られるまで少し時間があったことで、鍼灸免許を取得したばかりの先生や学生たちと
様々な意見を交換することができ、また参加された先生方のお話を聞くこともでき、鍼の打ち方や
選手に対する話し方など本当にためになることばかりでした。
今回の大会では、毎年ゴール後にケアステーションを利用する選手が多く、「施術してもらうと翌日
における下肢の痛みが違う」とのお言葉をいただきました。今回でケアステーション開設は４度目と
なりますが、着実に選手の利用が増えていることを感じました。
(奥村 成亨)

<競技終了後のストレッチケア>

今回、ケア活動への参加は２回目であり、昨年はひ
どい脱水症状で来られる選手がいた。しかし、今回の
ケアステーションには軽い筋痙攣の選手が数名いた
が、昨年ほどではなかった。天候が関係することで
はあるが、飲水なども来られた選手に徹底することを
伝えることが肝腎ではないかと考え、施術にあたった
ときは、伝えることを心がけていた。
施術はマッサージを希望する選手が多かったが、鍼
の効果を知ってもらうため、鍼を勧めることにも心がけ
た。
(藤井 竜一)

【ケアステーション参加学生の感想文】
マラソンを終えて痛みを抱えてきた選手が、ケアを受けられて
「痛みがなくなった」と笑顔で帰られて行く様子がとても印象的
でした。毎年マラソンに参加され、毎年ケアステーションを利用
されていらっしゃる方もいました。中には「去年はケアステーシ
ョンが閉まる15:30に間に合わなかったので、今年はケアステ
ーションに行く為に速く走った！」という人も。
鍼灸治療は急性疾患にも強いという事を実感する時間になり
ました。私は受付を担当していたので、利用される方と話をす
る機会がありました。多くの方が「鍼は恐いので、マッサージを」
<受付の様子>
と希望されるのが少し残念でした。鍼灸を身近に感じていただ
ける為には…？と考えさせられました。
沢山の鍼灸師の方が集まる機会は、勉強会、学会…様々ありますが、普段臨床のお話を聞く
機会のない先生と同じ目的の時間を過ごし交流できるケアステーションは多くの学びある空間
だと感じています。このケアステーションの立ち上げ、準備に携わられた先生に感謝申し上げま
す。
(岡田 裕子)
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今回参加させて頂き、すごくいい勉強になりました。先生方ひとりひとりの手技がすべて違ってマ
ッサージの仕方も違い、これからも勉強を頑張ろうと思えるいい刺激をいただきました。また次回も
参加させていただきたいです。
(新井 雄三)
今回ケアステーションのスタッフをしてみて思ったことは、いろいろな患者さんが来るので対応力
が必要だと思いました。自分はまだ先輩や先生達のような技術は持っていないのでとても勉強にな
りました。こういう医療現場での経験は貴重だと思うので、機会があればまた参加したいと思います
。その為には、もっと勉強をしていきたいと思いました。
(日下 凌輔)
今回は初めて参加させて頂き、勉強になることがたくさんありました。私はまだ、何もない身分で
勉強することしかできません。しかし、いろんな先生がいらっしゃり、いろんな施術がありおもしろか
ったです。参加させてもらうことで得るものが多いなと思いました。そして自分も先生方みたいに来
た人に楽になったと言ってもらえるようになりたいと思いました。そしていろんな先生方とお話しでき
たこと、あらためてもっと勉強しないといけないと思いました。とにかく楽しかったです。ありがとうご
ざいました。
(難波 侑加)
今回のマラソンは雨でしたが、160人もの選手がケアステーションを利用していました。中には走
る前と走った後に利用している人もいました。利用者の傾向を見ると走る前にはテーピング、後には
マッサージと鍼での施術を希望している人が多くいたように思います。短時間に人が集中して来るこ
とが多かったので回転を速くできるように受付の仕事を工夫してできたと思います。テントの中で行
っていた施術を見学しに行くと限られた時間の中でどの場所をどんな方法でアプローチしていくかを
素早く判断し手際よく進めていたと思いました。利用者がいないときにはマッサージやストレッチ、鍼
を刺しているところを見学することもできました。普段の学校の授業ではなく今回のような実際の現
場の雰囲気を感じることができ、また、マッサージの方法なども学べたので自分にとっていい経験に
なりました。また、利用者の多くは施術後、笑顔で帰って行くのが印象的でした。今回のような機会
があればまた参加したいと思います。
(万波 香貴)
今年で２回目の参加で、去年より周りが見えて、また違った形で勉強になりました。
受付が、最初バタバタして大変でしたが、スタッフや先生方の協力で、利用される人があまり待た
ずに利用出来たのではないかなと思います。また機会があれば参加したいです。 (鳥越 朋子)

<ケアスタッフの集合写真>

【公益社団法人 岡山県鍼灸師会 facebookページを開設しています】
当会では、facebookページを開設しています。数々の行事予定や公益事業計画及び、事業実施報告、
(公社)日本鍼灸学会の情報、鍼灸施術関連の情報を投稿しています。
http://www.facebook.com/okayamakenharikyu へアクセスをよろしくお願いします。
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第3回東洋医学・鍼灸展inおかやま開催報告
報告者 : 普及部長 藤原 秀雄
県民に対し広く鍼・灸の効果および良さを知って頂き、また、鍼灸受
療率の向上を目的として、平成27年7月19日（日）午前10:30より、
午後15:15まで『 第3回 東洋医学・鍼灸展inおかやま』を岡山市北
区表町三丁目の《さんかく岡山》に於いて開催致しました。
台風11号通過後の影響を気にしながらの開催となりました。
《さんかく岡山》での開催は昨年に引き続き2回目となりますが、全
回とは趣向を替え、よもぎからもぐさを作る体験や、よもぎ茶の試飲
ができる『もぐさワークショップ』や『美顔鍼』を取り入れてみました。
公開講座の内容は「東洋医学で健康チェック」というテーマに沿って、
当会の中原眞行副会長と福原隆行青年部長に講演を行って頂き、
東洋医学の視点からみた身体のチェック方法、合わせて日本良導
絡自律神経学会中四国ブロックの協力で良導絡自律神経測定も行
いました。
午後からの講座は鍼灸保険講座『知らなきゃ損する療養費制度』で才野優一保険部長が講演し、
13：20から50分の介護予防講座『転ばぬ先の杖をつくろう！』では講演と介護予防運動を皆で一緒
に身体を動かしながらの体験講座となりました。そのサポートには会員で日本鍼灸師会の介護予防
運動指導員があたり、丁寧にアドバイスをし来場者は楽しみながら介護予防運動の講座となりました。
最後の講座は『ツボは感知器、あなたにとって大事なツボを教えます』と題して、内田輝和会長が実
演を交えながら講演し、来場者及びスタッフ全員が
聞き入っていました。
<

< 参加スタッフ>

< 測定結果説明中>
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< もぐさ作り体験中 >

>

講演終了後にはやはり注目度が高かった良導絡自律神経
測定に人が殺到し、4台用意していた器械がフル稼働状態
になり、人気の高さがうかがわれました。
来場者は『もぐさワークショップ』や『美顔鍼』に興味を示し、
スタッフと一緒にワークショップを楽しんで頂けたようでした。
今回、日程の都合で朝日医療専門学校岡山校の行事と
重なり教員他、学生の動員が出来なかったことが残念でした。
今回の取材は岡山ネットワーク（株）Oniビジョンよりカメラが入り、長時間にわたり講演やパネル展
示、ワークショップ、美顔鍼のコーナーをじっくりと時間をかけてカメラ撮りしていただきました。翌日
より数日間、ケーブルテレビにて放映されるとのことでした。
鍼灸展への後援をいただきました岡山市・山陽新聞社・RSK・Oniビジョン各位及び業者協力として
セイリン（株）より堀口様が来てお手伝い頂きました。また、セネファ(株)・大宝医科工業(株)・(株)山
正・日本健康灸(株)にはそれぞれの商品の提供を頂きました。最後になりましたが、朝日医療専門
学校岡山校では多岐にわたるご支援を頂きました。ご協力いただきました皆様、感謝申し上げます。
ありがとうございました。

内
田
会
長
の
講
演
の
様
子

平成27年度 各部の事業報告
鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

平成27年度第1回学術講習会実施報告
報告者: 学術部長 山口 大輔
日
場
演
演

時 : 平成27年6月21日 (日) 13:00～16:45
所 : 朝日医療専門学校岡山校 301教室
者 : 杏林堂院長 小川卓良先生
題 : 「癌と鍼灸」「鬱病と鍼灸」
「患者にとって満足な鍼灸とは
ー医道の日本誌アンケートで分かったことー」

参加者 : 会員29名、一般1名、学生14名

合計45名

今年度、（公社）岡山県鍼灸師会は、会員に臨床で使え
る技術と知識を学んでいただくため、４回の学術講習会を予定しており、その第１回目開催したの
で報告する。
今回の講師は、東京新宿で開業している小川卓良先生で、鍼灸治療に関して西洋医学も東洋医
学も両方造詣深く、理論的に物事を考え臨床で実践している鍼灸師であり、患者の絶えない治療院
を運営している人物である。今回は「癌と鍼灸（症例から学ぶ悪性疾患の鑑別法）」「鬱病と鍼灸（21
世紀の3大疾患－鬱病）」「患者にとって満足な鍼灸とは－医道の日本社誌アンケートでわかったこ
と－」「補瀉法の有効性・有用性の現代的解釈と証明」をテーマに講演された。
「症例から学ぶ悪性疾患の鑑別法」では、初診時の問診で鑑別するために特に問診で聞かないと
いけない事が具体的に提示され非常に分かりやすい内容であった。また、平素より良く聞く言葉（例
えば夜間痛など）であっても、小川先生の臨床的な経験も含め何故起こりどの様に訴えられ、どの
様に判断するのか話された。
「21世紀の3大疾患 鬱病」では、古い統計がないため鬱病は新しい病気であるが、社会の複雑
化で家庭が裕福になり、幼少期より欲しい物がすぐ手に入るなど欲求に満足することが多く躾がき
ちんとされていないため、結局はストレスに対して弱いだけの『怠け病』かもしれないとの話が非常
に印象深かった。
「補瀉法の有効性・有用性の現代的解釈と証明」では、呼吸の補瀉法等において、呼気時に副交
感神経が優位になり、刺入抵抗が少なくなる実験データを示し、その当時の科学であった古典は治
療経験に基づいたものであるため理論は非現代的であるが中身は現代に通じるものもあると話さ
れた。
「医道の日本誌 鍼灸業態アンケートで分かったこと」では
、食べていける鍼灸師になるために必要な情報がたくさん
見うけられた。現在、患者が少なく食べていけない鍼灸師
が増えているといわれている。そのような、食べていけない
鍼灸師は、何が足りなくてどうすべきなのかを示唆すべく、
医道の日本社アンケートを利用し講演が行われた。患者の
多い鍼灸師は一概には言えないが、端的に言うと、日頃よ
く勉強し、専門性を持ちそのアピールがうまく、自分の治療
に自信がある鍼灸師の売り上げが高いようである。専門性
の中では、アレルギーや肥満美容系が高い売り上げを誇る
。高齢化社会のことを考えると、今後は老人や機能訓練系
を専門とする鍼灸師が伸びる（伸びてこなければならない）であろうとのこと。とにかく、専門性をつ
けるためには複数の団体に所属するだけでなく、講習会参加意欲を高く持ち続ける必要性があり、
その積極性が患者獲得に繋がっているのが実際とのことであった。
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今年度、学術部では下記のとおり残り2回の学術講習会を開催いたします。
次の臨床に繋がる講話が予定されていますので、是非参加して下さい。
記

第３回：平成27年11月15日（日）13：00～16：30
場 所：朝日医療専門学校岡山校
演 者：関西医療大学准教授 木村研一先生
演 題：「自律神経と鍼灸」

第４回：平成28年1月17日（日）9：45～16：30
場 所：朝日医療専門学校岡山校
午前演者：関西医療大学教授・医師 増田研一先生
演 題：「スポーツ現場におけるメディカルサポート①注意を要した症例 ②現場帯同の実際」
午後演者：明治国際医療大学准教授 井上基浩先生
演題：「運動器障害と鍼灸治療」

介護予防教室実施報告
報告者：介護福祉部長 吉田 和彦

日 時：平成27年8月27日（木）13：30～15：30
場 所：岡山国際交流センター 3階 研修室
スタッフ：会員4名（介護予防運動指導員2名）、学生2名、合計6名
参加者：29名
毎年、当会の事業として行われている東洋医学鍼灸展の中で、
介護予防運動を実施していますが、今回、初めて介護福祉部
単独で、一般高齢者を対象に介護予防教室を開催致しました。
地域の公民館や集会所で行われている介護予防教室では
なかなか参加する高齢者も少ないとの情報もあり、参加者を
どのように募るかが課題となりましたが、各鍼灸院で広報して
頂く他、開催場所となった岡山国際交流センター周辺の町内
でチラシを回覧していただき、結果、60代から80代、29名の参加となりました。
介護の大きな要因となる老年症候群についての正しい知識を持つことと、努力次第で介護は防
げるということを伝えましたが、参加者には質問をする方やメモを取る方も多く熱心に聞いていた
だきました。運動は、東京都健康長寿医療センターで考案された体力向上トレーニングを行った
他、ツボを押しながらのストレッチなど鍼灸師が行う介護予防という特色も生かし、自治体などで
行っている介護予防教室にも参加経験のある方から、「一番分かりやすくて楽しかった」という喜
ばしい感想も頂きました。

<

<
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私個人の活動として、当院で毎週、介護予防教室を実施していますが、トレーニングをするだけで
はなく、話を聞いたり喋ったりといったコミュニケーションがより大きな効果を生んでいるものと実
感しています。また、介護予防運動指導員養成講座、スキルアップ研修で得た知識を提供するこ
とが参加者の信頼につながり、参加者からは疾患についての質問も多く、教室を始めた当初、運
動のみ参加していた方が当院の患者となっています。
現在、岡山では鍼灸師、介護予防運動指導員が地域支援事業を行うことは認められておりませ
んが、今回のような活動を続けることが地域への貢献になり、参加者を増やし、参加者の信頼を
得ることが、自治体への信頼につながります。また、それが鍼灸の普及にもつながるのではない
でしょうか。結果を残さなければ自治体の信頼を得ることも出来ません。今回の参加者の大半は
、参加スタッフの患者でしたが、町内の回覧による参加者、患者からの紹介で4名の方が鍼灸院
にも掛かった経験のない方です。地道な活動の積み重ねが、より大きな成果になるものと思いま
す。今回の介護予防教室がスタートです。高齢化社会における鍼灸師、介護予防運動指導員が
地域に貢献するチャンスと捉え、第2回、第3回と頑張っていきたいと思います。

<参加スタッフ>

<肩甲骨引き寄せ運動>

鍼灸術を通じて社会奉仕活動に関する事業 < 子育て支援事業 >

わくわく子ども祭りin岡山ドーム

親子スキンタッチ参加のお願い
報告者 : 青年部長 福原隆行
日頃より青年部活動にご理解ご協力いただきましてありがとうございます。今年度後半の活動を二つ
お知らせ致します。
11月1日(日)10:00～15:00に開催される、わくわく子ども祭りin岡山ドームで、今年もスキンタッチ教室
のブースを開設致します。例年参加しているこのイベントも10年を過ぎ、毎年18,000人が来場する賑
やかな子育てイベントです。小児鍼をもとにアレンジされた鍼灸の普及を目的として、親子スキンタッ
チ教室を行いますので、ぜひスタッフとして参加頂きますようご協力をお願いします。近県の仲間も協
力してくれますので、小児鍼の経験の少ない先生にも手ほどき致しますので勉強になると思います。
安心してご参加ください。また、鍼灸の相談に応じてくださるベテランの先生にも参加していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
午前、午後のみの参加でもかまいません。昼食の準備の都合上、10月20日(火)までに福原までお
申し込みください。多くの先生方のご参加をお待ちしております！
連絡先：０９０－３６３６－１７３７(福原)
E-mail : fukuhari@gmail.com
<

<
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鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

青年部経営講座のご案内
平成28年2月に、例年行っております青年部講座を行います。今年度は、経営講座として、本会副
会長の木多義則先生を講師にお迎えし、「鍼灸で食べて行くということ(仮)」についてお話しいただき
ます。若手の鍼灸師はやっと卒業して免許をとり、就職や開業したものの、治療に必要な勉強に一
生懸命な毎日だと思います。しかし、鍼灸師として生きて行くためには、鍼灸院の経営を安定させ、
稼いでいくことも大切なことです。また、結婚や子育てなど、青年鍼灸師だからこそ、それぞれ忙しく
過ごしていることでしょう。今回、木多先生には業団のことだけではなく、鍼灸の技術について、岡山
県北での鍼灸院経営術など、ここだけでしか聞けないお話をお願いしております。どなたでも参加い
ただけますので、奮ってご参加ください。
詳しくは改めてご案内致します。

保険部からのお知らせ
報告者 : 保険部長 才野 優一
去る5月17日に保険部必修講習会を、また6月7日に必修講習会の補講を開催し、計53名の方が受
講されました。
必修講習会には岡山県後期高齢者医療広域連合より療養費担当をお迎えして、昨年末に通達され
たガイドラインの説明や療養費支給申請の注意事項などをお話しいただきました。
また、後日行われた補講では、指導員の定廣から、ここ数年の指導要項の変遷や申請書作成の注
意事項について説明をさせていただきました。
合わせて販売された「療養費等適正運用マニュアル2015年版」も参考にして、今後も適正な申請を
お願いします。
現在保険部では、療養費取り扱いに関する情報をメールでお知らせするメールマガジンを配信して
います。
保険部からのメールマガジンを受信したい方はタイトルに「メルマガ希望」、本文に「登録する氏名（
または治療院名）」を明記して以下のアドレスまでメール送信してください。

hoken@okayama.harikyu.jp
また、すでに登録済みの方も保険部からのメールを受信できるように同アドレス
（hoken@okayama.harikyu.jp）の受信設定を今一度ご確認ください。
※以前に保険部メーリングリストにご登録されたメールアドレスは、保険部メールマガジン発信先に
移行させていただきますのでご了承ください。

厚生労働大臣免許保有証交付申請手続きのご案内
報告者: (公社)日本鍼灸師会岡山県師会事務局 木多義則
この度、(公社)日本鍼灸師会内で厚生労働大臣免許保有証の申請の手続きについての案内が届き
ました。この免許保有証の発行に関しては、平成24年8月2日、独立行政法人国民生活センターが報
道発表した「手技による医業類似行為の危害ー整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例
もー」において、あん摩マッサージ指圧師等の国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似
行為を受け、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されており、その要因の一つとして「消費者
が施術所や施術者を選ぶ際に、施術所に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師な
どの有資格者がいるかどうかを見分けることは困難である」と指摘されています。
このような状況を改善するため、受療者が国家資格者と無資格者を判別できるよう、携帯用の本人
確認証を作成することが重要であるとして発行されることになりました。(大きさはクレジットカード大、
顔写真入り)交付申請受け付けは年1回となっています。保有証希望の会員は是非この機会に受講頂
き、申請手続きを行ってくださいますようご案内申し上げます。尚、申請手続きの締め切りは10月20日
日本鍼灸師会岡山県師会事務局必着となっています。
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主催 : (公社)北海道鍼灸師会 共催 : (公社)日本鍼灸師会

第6回臨床鍼灸スポーツフォーラムin北海道参加報告
報告者：学術部長 山口 大輔
大会テーマ：「スポーツ鍼灸の現状と課題」～北海道から東京オリンピック・パラリンピックへ向けて～
日 時：平成27年8月30日（日）9：30～16：00
場 所：札幌サンプラザ 住所：北海道札幌市北区北24条西5丁目 ℡011-758-3111
参加者：内田輝和、山口大輔、北村圭司
今回で第6回目を迎える「臨床鍼灸スポーツフォーラム」は、スポーツ関連領域に鍼灸師が積極的
に参加できるよう、情報と知識、技術を提供すべく開催されている。今回は、午前に特別講演が2題
設けられ、医療や鍼灸に関する最新トピックスなどの情報を得ることができた。午後は各県のスポー
ツボランティア活動報告を行うと同時に、このような活動を行う際の問題点と今後の課題が話し合わ
れた。その後に実技を含めた臨床報告が行われた。
午前の特別講演Ⅰでは、同志社大学体力医科学研究センター長の石井好二郎教授が、メタボリッ
クシンドロームとサルコペニアに関する最新トピックスと、日頃気をつけなければならない生活習慣に
加え、簡単に日頃実践できる予防法などの紹介が行われた。中でも、歩行スピードと余命との相関
性に関する話は興味を引いた。
特別講演Ⅱでは、筑波技術大学の形井秀一教授がスポーツ選手への鍼灸治療に関するレビュー
を話された。今後、鍼灸師も医療関係者とのチーム的な取組を行うため、整形外科による医学的な
処置やリハビリに関して知識を増やし、それらと連動した治療やアドバイスを行うことが必要になるだ
ろうと締めくくられた。
午後は、北海道・東京・岡山・長野で行われているスポーツボランティア活動報告と今後の課題な
どに関してシンポジウムが行われた。各県が抱えている問題はある程度共通していて、人材の確保
、運営資金の確保、施術スキルのバラツキなどであった。今後、（公社）日本鍼灸師会が中心となり
ボランティア活動を体系化し全国に広め、最終的にはオリンピック・パラリンピックに繋がる活動にし
ていくことでシンポジウムは纏まった。
最後に、小松秀人先生、松田洋先生、稗畠賢先生による実技セッションが行われた。小松先生か
らは、足部の運動に関する解説と見るべきポイントの内容であった。鍼灸師も重心の位置や正しい動
作なのかを見極める力が必要で、そのような技術知識が身に付けばより効果的な治療ができるとの
ことであった。鍼灸師は運動学領域に全体的に弱く、勉強が必要なので、積極的にそのような勉強会
で知識技術を身につけて頂きたいと締めくくられた。
「臨床鍼灸スポーツフォーラム」はアスリートへの鍼灸治療に特化した勉強会になります。
来年は「第7回臨床鍼灸スポーツフォーラム」を岡山で開催いたします。
現在、スポーツ現場で活躍されている会員の先生方はもちろん、これからスポーツ分野に進出しよう
と考えている皆さん、ふるって参加して下さい

<会場の様子>
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<入口看板>

■第１回おかやまマラソン・
第１回スポーツ鍼マッサージケアステーション開設■
～走ろう！！ 秋晴れの爽やかな“晴れの国おかやまを”～
医療ボランティア・スタッフ募集！
・おかやまマラソンは、マラソン(42.195km)、ファンラン(4.5km)の２種目、定員15,000人)が出場
県民・市民みんなで参加「走る」「みる」「支える」大会、岡山の魅力を体感でき、地域を
元気にする大会を目指しています。
・ 出場ランナーを応援、ケアします。
・ 岡山県下四業団で構成「(公社)岡山県鍼灸師会、(公社)岡山県柔道整復師会、
(一社)岡山県マッサージ師会、(一社)岡山県鍼灸マッサージ師会」で運営します。
・（公社）岡山県鍼灸師会の地域社会奉仕事業です。

鍼・マッサージ・テーピング施術の医療ボランティアスタッフを
募集いたします!! 募集締切：１０月１５日(木)
◆

開催日時：平成27年11月8日（日）雨天決行
午前6時30分現地集合
午後3時受付終了
◆ 会 場：シティーライトスタジアム・多目的ひろば前・鍼マッサージブース
◆ 昼食支給
◇ 詳細は決定次第お知らせします
◆ 参加申込先：おかやまマラソン・ケアステーション運営委員会事務局
運営実行委員長 内田 輝和
TEL・FAX.０８６(２２４)２７２１

編集後記
９月１３日に厚生労働大臣免許保有証交付申請手続きの説明会を開催しました。この事業は(公財)東洋療法研修試験
財団と(公社)日本鍼灸師会を含む７団体合同で実施することで合意された事業です。厚生労働省が初めて「無資格者と
の差別化方策の方向性」について都道府県・関係部局に提示しました。各種スポーツイベント会場で全会員が保有証を
付けて医療ボランティアを行いましょう。
木多 義則
本会も公益法人になりはや１年以上がたちました。会報誌を見ていただければお解りになると思いますが、活動も以前
に比べると新しいものも積極的に取り入れ、多岐にわたると思います。これは役員の先生方を始め、会員各位の協力の
賜物だと思います。今後も会の活動に積極的な参加をよろしくお願いします。今回も会報誌の出版に際しましてご協力あ
りがとうございました。
国安 俊成
第61号も無事に出来上がりました。少し文字数が多くなりましたが、充実した内容になりました。しっかり読んで下さいね。
さて、表紙の写真の岡山城ですが、私がいつも利用している[岡山県立図書館]の窓から撮影したものです。ちょっと調べ
物を・・という時に利用できるのでとても便利です。本はもちろん、音楽CDを借りたりするのですが、景色が良いのでリフ
レッシュを兼ねて訪れます。窓からお城の四季の移り変わりを眺めるのが最近のお気に入りです。
市村由美子

発 行 （公社）岡山県鍼灸師会
発行者 内田 輝和
編集長 市村由美子
編集委員 木多 義則・国安 俊成
事務局 〒700-0901 岡山市北区本町5-20
TEL/FAX 086-224-2721
HP http://okayama.harikyu.or.jp/
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第11回(公社)日本鍼灸師会
全国大会in神奈川開催のご案内
テーマ 「鍼灸の今がわかる!」～人気治療から経営まで～
日青全国集会テーマ 「鍼灸による思春期ケア」
会 期 : 平成27年10月31日(土)～11月1日(日)
会 場 : パシフィコ横浜会議センター
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL : 045-221-2155 http://www.pacifico.co.jp
参加費 : 会員当日 12,000円 一般当日 18,000円 学生当日 5,000円
基調講演
講師 : 順天堂大学医学部教授 小林 弘幸先生
「スポーツと自律神経」
創立65周年記念 県民公開講座
講師 : 北関東循環器病院院長・ドイツボッフム大学永代教授 南 和友先生
「活力の正体は自律神経!?」
その他、経営講座や一般口演、鍼灸実技供覧などのプログラムが企画され
ています。詳しくは、日本鍼灸師会「ホームページ」にてご確認ください。

MARUBISHI
HEALTHY & YOUTHFUL LIFE

温熱導子
付
日頃の疲れを癒し、リフレッシュ。
カラダにやさしいサンマッサーが
暖かく心地よい刺激で血行の流れを良くし、
痛みを和らげます。
（社）日本病院会賛助会員 日本病院共済指定店

適応症…肩こりの緩解・マッサージ効果
・麻痺した筋肉の委縮の予防

http://www.marubishi.com
〒704-8182
岡山市東区広谷 385-24－153
TEL086-237-8058
FAX 086-943-8100
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大宝の鍼は国産材料を使用
国内自社工場で製造の純国産品です!!

【商品紹介】
* 針管鍼
* 皮内針

* スポ－ツ針管鍼
* テ－プ付き円皮針

* 金粒・銀粒
* 小児針

*自社製中国鍼

この他に鍼灸に係わる製品の販売及び医療賠償保険の取り扱いを行っております
また、健康食品･にがり・ペプチド・ミネラル等お問い合せ下さい

大 宝 医 科 工 業 株 式 会 社
広 島 市 安 佐 北 区 三 入 1-25-9

〒731-0211
ＴＥＬ ０８２－８１８－２５１１・ＦＡＸ ０８２－８１８－３５１３
Ｅメ－ル I-ken@enjoy.ne.jp
URL http://www.i-jinnet.com/taiho/
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汗と健康について
～しっかり汗をかいていますか? ～
リレーコラム
～体調管理のコツ ～

朝日医療専門学校岡山校 鍼灸学科 山口大輔

皆さん、しっかり汗をかく生活をしていますか。現代は空調が整いすぎて
汗をかく機会が少なくなったように思います。今回は、汗をかくことと健康
維持の繋がりについて書きたいと思います。
汗腺が発達している動物は人間や馬ぐらいで、その他の動物は未発達です。汗は体温を下げる
という大切な働きを持っているのですが、汗腺が未発達の動物は運動していると、すぐにオーバー
ヒートを起こし走れなくなってしまいます。人間や馬は汗腺が発達した関係で、持続的な運動でも
オーバーヒートせず、マラソンのような長時間に及ぶ強い運動に耐えることの出来る特殊能力を持
っていることになります。
人が汗をかく目的および理由として、体温調節、精神的緊張、体内の水分調節、肌の保護、老廃
物の排泄、皮膚の免疫など様々あります。汗をかかない生活をずっと続けていると、汗腺の働きが
弱り、本当に汗がかけなくなってしまいます。ここで、汗がかけないことによる弊害を数例上げてみ
ます。
汗がかけないと、体に熱がこもりがちになります。常に体温が高い状態が続くと、体を維持するシ
ステムとしては、汗がかけないので基礎代謝を下げて体温を下げようとします。基礎代謝が下がれ
ば太りやすい体質になりますし、冷え性にもなり易くなります。また、汗がかけないと、皮膚の角質
層の潤いが足りなくなり、カサカサした肌になると同時に、免疫バリアーも壊れて皮膚の状態がい
っそう悪くなります。アトピー性皮膚炎において、皮膚症状がある部位は正常な皮膚より発汗量が
足りていないことが分かっています。汗が出ないことによりアトピー性皮膚炎が悪化しているので
す。
発汗を促す自律神経は、交感神経です。昼間にしっかり身体活動して汗をかけば、交感神経もし
っかり働きますので、その反動で、夜になれば副交感神経がしっかり働き、リラックスして深い睡眠
に繋がり疲れがとれます。日中に適度に汗をかくということは、自律神経活動のメリハリに繋がり、
健康維持に大いに貢献するということです。
それでは、汗をしっかりかくことの出来る身体作りの話をします。人間の汗腺は、日本人で約230
万あるといわれています。その数が決定されるのが3才から4才ぐらいで、それまでにたくさん汗を
かく環境になければ、その分汗腺の数が減ってしまいます。先ずは乳幼児の時期に、しっかり汗を
かかせることが大切です。汗疹を嫌いクーラー三昧にすると、そのときは良いかもしれませんが、
将来的にはその子供は体温調節の出来ない体になってしまいます。最近、熱中症で倒れる児童が
増えている原因ともいわれています。また、汗腺は使わないと働きが弱くなってきます。夏場の過
度のクーラーは厳禁です。近年の猛暑では日中は仕方ないにしろ、朝夕は外気を導入し、扇風機
などで汗をじんわりかきながら過ごす必要があります。
秋冬で汗をかきにくい季節であれば、夜の早い時間帯
にぬるめのお風呂に長く浸かり、しっかり体を温めて
しっかり汗をかくことが必要です。
心地よい汗をかく習慣を身につけ、自律神経のバランス
を保ち、健やかな毎日を送りましょう。
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ツボ療法編

～東洋医学の養生法 11 ～
青年部提供 にこにこ治療院 高森一樹
(文章)
入江 歩美 (イラスト)

☆眼精疲労の解消法について
皆さんはスマートフォンやパソコンを使われていますか？
最近の社会で必需品のスマートフォンやパソコンの作業はどうしても長時間同じ姿勢になり、目を
酷使しがちです。そうすると出てくるのが首こり、肩こり、眼精疲労です。これらの症状に悩まれて
いる方も多いと思います。今回はその中でも眼精疲労にスポットを当てたいと思います。
スマートフォンやパソコンの文字や画像、動画をじっと見ていると目が疲れ、かすんだり、目が乾い
たような感覚はありませんか？長時間集中して目を使うと、眼球を動かす筋肉や眼球運動に影響
を与え筋肉が疲労を起こします。それは目も肩こりや首こりと同じように血行不良などにより「こる」
と考えられます。いわゆる『目こり』ですね。
そこで眼精疲労の解消法をいくつかご紹介しましょう。
<眼球の体操>
目が疲れたなと思ったら眼球を上下左右５秒×３回ずつくらい動かし目の体操をするのも効果
的です。眼球の体操をすることにより目のまわり全体の血流を良くします。

【上】

【下】

【左】

【右】

<目のホットパック>
瞬きを忘れるぐらい集中して画面を見ていると眼球が乾いてしまいます。
意識的に瞬きをしましょう。乾燥すると目が疲れやすくなります。そこで
おすすめなのがお風呂に入ったときに目に蒸しタオルをするのです！
少しだけ温度高めのお湯にタオルを浸し軽く絞り、湯船に浸かりながら
目の上にタオルを置きます。目の回りの筋肉がほぐれるだけでなく目に
も潤いが出てきます。
ただし、やけどやのぼせには十分注意してください。

<ツボ療法>
ツボを刺激してみるのもいいでしょう。眼精疲労によく効くツボは
・攅竹…眉毛の内側のくぼみ
太陽
・太陽…目尻の外側でややくぼんだ所
・晴明…目頭と鼻の根元の中間のくぼみ
・天柱…首の後ろの髪の生え際二本の筋の外側のくぼみ
電子機器なくしては今のライフスタイルは考えられません。
目の疲れを感じたら早めにケアをして快適な生活を送りましょう!

攅竹

太陽

清明

天柱

鍼灸は国家資格です。当師会に加入している治療院は、
安心して治療を受けて頂けます。是非ご来院下さい。
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