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<京橋を走る電車>



会 長 挨 拶
(公社)岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和
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表紙の説明
京橋は、岡山市北区と中区区境の旭川にかかる橋です。京橋は歴史書による
と大水による被害が多かったのか、延宝元年(1673)から文政5年(1822)まで
に、6回も架け替えられているとか。
現在の京橋は、大正6年(1917)竣工の鋼管柱橋脚、鉄筋コンクリート床という

構造で当時の最先端の構造物であり、橋としては県下最古級の貴重な近代文
化遺産です。京橋から岡山県庁までの旭川沿岸はかつての船着き場(岡山港)

の風情が残る風致地区となっています。また、京橋の北に隣接して架かる青い
水道橋は、明治30年(1905)に岡山市に近代水道が創設された当初からのも

のであり、登録有形文化財に指定されています。京橋西詰北には、明治
25(1892)に建てられた「迷子しるべ」の石柱も復元されています。「たつぬるか

た」「しらするかた」と彫られ、上部には書付を入れて情報交換できるよう当時
は穴があいていたのだそうです。 日本百名橋の一つです。

【参考資料 : 「絵図で歩く岡山城下町」岡山大学付属図書館編 吉備人出版】より抜粋
<京橋北に隣接する水道橋>

安倍政権の最重要課題として、「一億総活躍社会の実現」が叫ばれ
ています。 50年後も人口一億人を維持する、という国家目標です。
今、アベノミクスの新たな三本の矢が放たれようとしています。新第
一の矢は、希望を生み出す強い経済。第二の矢は、夢を育む子育て支
援。第三の矢は安心につながる社会保障です。少子高齢化に突入して

いる我が国において、この三つの矢を放つことにより、若者も高齢者も、家庭で、地域で、職場で、そ
れぞれの希望が叶い、それぞれの能力が発揮でき、それぞれに生きがいを感じることができる社会を作
る事を目標としているとのことです。
国が掲げたこの目標の実現のために、我々鍼灸師のできる事は何でしょう。

まず、子育て支援では、元気ではつらつとした子供(病気になりにくい聡明な子供)を育てる為に、小児
鍼の普及がその一端を担えるのではないかと思います。
また、少子化に対しては、不妊症で悩まれている多くの女性に、鍼灸の有効活用を促したいものです

。さらに、介護の現場における鍼灸の活用が期待されます。介護する側の過労は、出来る限り速やかに
取り除いてあげることで、優しく、頼りになる介護支援者となるでしょう。
そして最後は、健康寿命の延長への手立てとしての鍼灸の活用です。健康寿命とは、日常生活が送れ

る、社会の中で頑張って生活できる、寝たきりにならない、状態の寿命のことです。
鍼灸は健康予防の治療と言っても過言ではありません。皮膚というバリア、そして皮膚の中の活性化

物質などを刺激し、自律神経、内分泌系、免疫系に好影響を与えます。健康で長生きする為には、日常
の健康予防が必要であり、それが我々の役目でもあります。
現在、岡山県から加藤勝信先生が一億総活躍担当大臣に任命されています。また自民党一億活躍推進

本部長には逢沢一郎先生が就任されています。少しでも鍼灸が、その中での一助となれるよう、この岡
山から鍼灸師にできることを押し進めて行ければと思います。
伝家の宝刀の鍼灸で大いに先生方には活躍して頂きたいと思います。

今年は、新年から辛い出来事がおきました。当師会の三代にわたり副会長として職務を全うされた、木
多義則先生がお亡くなりになりました。皆様方もさぞ驚かれたことでしょう。6年前から病気と闘われ
ていたのですが、私を含め皆さんそのことを誰も知りませんでした。いつも元気な笑顔で師会を引っ張
ってくれて、亡くなられてみるととても大きな足跡を残されていました。今更ながら感謝の気持ちでい
っぱいです。その無形の財産を引き継ぎ、役員一同ともども頑張っていきたいと存じます。

新年－新しい取り組みにむかう年－
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顧問のご挨拶

岡山県鍼灸師会顧問 岡山県議会議員 千田 博通

岡山県鍼灸師会顧問 岡山県議会議員 青野 高陽

 

早いもので、すでに今年も２ヶ月を過ぎました。旧年中は大変お世
話になり、殊に４月には自らの岡山県議会議員選挙に、皆様のご
支援を戴き再選をさせて戴き感謝です。
本来の干支の申と動物の猿は関係ないものでしたが、何時の頃か
ら案外と結びついており、申と猿は話題に上りますが、それに加え

て今年は閏年であり、一日が多い年でもあります。この一日を、余分に働けるぞと思うか、一日沢山
働かねばならぬは損したと思うかであります。前者は大いに活動的であり、後者は明らかに消極的で
あります。一年の計が年頭にあるとすれば、この一年間の心根をしっかりと定める事が大切です。
政治も国民の幸せの為に、多くのご意見を拝聴しながら邁進して参ります。
皆様方に於かれても、国民の健康の為にご活躍を戴く事が期待されます。
公益社団法人岡山県鍼灸師会が中心となられ、益々のご繁栄を祈念致します。

春分の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
岡山県の最上位計画「おかやま晴れの国 生き活きプラン」では健康寿命を
男性は平成２６年度時点の７８・２１歳から７８・５３歳に、女性は８３・４３歳か
ら８３・６８歳にするとしていますが、２８年度はいよいよ計画の最終年度とな
ります。
大正３年に創立された貴会はこれまでも県民の健康増進と福祉の向上に多
大な貢献をしてこられました。特に昨年は「第１回おかやまマラソン」にケアス

テーションを開設、全国から参加したランナーに大変好評であったと同時に、貴会の名をさらに
高められました。いつもながらの献身的なご尽力に心より敬意を表す次第です。
終わりになりますが、貴会副会長で私と県鍼灸師会とのご縁を取り持ってくださった木多義則
先生のご逝去に対し、心からの感謝とお悔やみを申し上げます。

井原市の和田克己先生よりご寄付を頂きました!

「長年お世話になりました。ますます鍼灸師会が発展していくように」と感謝を述べられ、
当会へ多額の寄付金を頂きましたので、ご報告させて頂きます。
和田先生、会の発展のために大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。



受賞のお知らせ

表彰委員会委員長 木多 義則

永年の功績と功労を讃え、栄えある受賞を衷心よりお祝い申し上げます
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平成27年度岡山市公衆衛生功労者
地域医療事業功労
岡山市保健所長表彰

川野由倫子先生

平成27年度岡山県保健衛生功労者
地域医療事業功労
岡山県保健福祉部長表彰

国安俊成先生

平成27年度公衆衛生事業功労者
岡山県真庭保健所長表彰

西谷典人先生



平成28年度 第39回 定時総会開催のお知らせ

報告者 : 総務部長 落吉生

日 時 ： 平成28年5月15日（日曜日） 午後１時(受付：12時30分より)

場 所 ： 岡山市北区石関町2-1 岡山県総合福祉会館

会員の皆さん、出席をよろしくお願いいたします!

会長コラム

多事鍼言
最近「再生」という言葉をよく耳にする。
再生とは、使ったものを再び活用して役立たせようという事である。
今、振動をエネルギーに変換してパワーをつくるという、エネルギーハーベスティング市
場が世界で広がりを見せている。
ユニークなエネルギーハーベスティング技術の一つとして、振動発電というものがある。
例えば、圧電体の膜に雨粒が衝突して起こる振動を光エネルギーに変換することで、雨粒
が傘に当たると光る傘のようなものがある。同じく振動発電の一種で、より興味を惹かれ
たのが、圧電素子及びICチップを内蔵したテニスラケットの発売である。ボールを打った
時の振動力で発電し、その電力でICチップを振動させ、圧電素子を用いて逆位相の振動を
発生させることにより、ラケットの振動を吸収させてテニス肘を防ぐというもの。
簡単に言うと、テニス肘を予防するICチップ入りラケットの発明で、飛んでくるボールを
ラケットで打ち返し、打球の勢いを産むときの衝撃スイングエネルギーをラケットに乗せ
てボールを打ち返すのであるが、ここに振動というエネルギーが起こり、それを吸収させ
るものである。
振り返って、現実の我々の生体での現況に思いを巡らせるに、我々の身体は歩くことで振
動が起こり、それがエネルギーに変換されているようである。皮膚の真皮層約0.2㎜幅内に
振動や触圧をキャッチできるパチニ小体、マイスナー小体、メルケル盤などの装置があり
、歩行による振動圧などをキャッチし上手く吸収するのが、足首・膝関節・股関節に備わ
った機構であり、仙腸関節がそれらの衝撃緩衝装置となっている。
実に身体は、効率的に負荷をかけず日常生活をエンジョイできる仕組みが備わっていて、
鍼灸はそのための重要な役割を担っているのである。まだまだ、生物に備わっているもの
を現代風に発見・発明し、それを企画するような方法を世界で研究されている。この再生
エネルギーもしかりである。

おくやみ

木多義則副会長 逝去

木多義則副会長が平成28年1月9日に逝去されました。
平成2年に副会長に就任されて以来、福祉に関する公益事業を受け
持たれたり、スポーツ鍼トレーナー事業として数々のケアステーションを
開設されました。
一昨年は、公益社団法人移行認定申請委員長として膨大な事務作業を
こなし、鍼灸師会の公益社団法人化への移行を完了されました。
先生の在りし日を偲び、2月7日に木多先生の奥様とご子息を迎え有志で、
「偲ぶ会」を執り行いました。
故人のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。



玉 野 責 任 者 尾家 忠士
3月12日に実施予定

美 作1 責 任 者 木多 義則
都合により、今年度実施なし

美 作 2 責 任 者 木多 義則
実施年月日 :平成27年10月12日 場所 :第44回つやま市民スポーツ祭 津山陸上競技場
施術受療数 : 30名 動員施術者数 : 5名

東 備 責 任 者 赤枝 壽士
実施年月日 :平成27年9月20日 場所 :養護盲老人ホーム鶴海荘 備前市鶴海
施術受療数 : 8名 動員施術者数 : 4名

備 西 責 任 者 西江 昭三
実施年月日 :平成27年9月17日 場所 :養護老人ホーム井原市偕楽園 井原市上出部町四季が丘
施術受療数 : 20名 動員施術者数 : 9名

備 北 1 責 任 者 高松 信彦
実施年月日 :平成27年4月29日 場所 :まなび広場にいみ 新見市新見
施術受療数 : 32名 動員施術者数 : 4名

備 北 2 責 任 者 高松 信彦
実施年月日 :平成27年8月3日 場所 :小規模多機能ホーム「わきあいあい」 新見市大佐小阪部
施術受療数 : 10名 動員施術者数 : 2名
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岡山地区師会 責 任 者 国安 俊成
実施年月日 :平成27年12月13日 場所 : ケアポート生き活き館原尾島 岡山市中区東川原
施術受療数 : 8名 動員施術者数 : 3名

岡山地区師会 責 任 者 国安 俊成
実施年月日 :平成28年2月20日 場所 : まこの小町伊島 岡山市北区伊島町
施術受療数 : 20名 動員施術者数 : 3名

岡山 1班 責 任 者 落 吉生
実施年月日 :平成27年11月15日
場 所 : 報恩積善会 岡山市北区津島笹が瀬
施術受療数 : 13名 動員施術者数 : 6名

岡山 2班 責 任 者 落 吉生
実施年月日 :平成27年11月15日 場所 : 旭川荘竜ノ口寮 岡山市北区祇園地先
施術受療数 : 34名 動員施術者数 : 11名

倉敷 1班 責 任 者 芦田 徹
実施年月日 :平成27年8月30日 場所 :寿光園 浅口郡金光町下竹
施術受療数 : 31名 動員施術者数 : 6名

倉敷 2班 責 任 者 芦田 徹
実施年月日 :平成27年9月27日 場所 :介護付有料老人ホームなのはな倉敷市水島北幸町
施術受療数 : 44名 動員施術者数 : 11名

平成27年度地域社会奉仕事業報告

報告者 総務部長 落 吉生



第1回おかやまマラソン
ケアステーション開設報告

早朝から降っていた小雨が上った午前8時45分、全国から集まった約1万4千人のランナーがゴールを目指し走
り出しました。最初のランナーは、2時間49分49秒でゴールし、
制限時間の6時間以内に完走した選手全員に、備前焼と真田紐を
組み合わせた特製メダルが贈られました。

中四国最大規模の都市型フルマラソン大会「第1回おかや
まマラソン」が2015年11月8日、岡山市のシティライトス
タジアムを起点として行われました。本大会は、岡山県と
しても初めての試みであり、岡山県マラソン実行委員会か
らの依頼により、(公社)岡山県鍼灸師会、(一社)岡山県鍼
灸マッサージ師会、(一社)岡山県マッサージ師会、(公社)

岡山県柔道整復師会から72人の会員と、朝日医療専門学
校岡山校と倉敷芸術科学大学からの41人の学生ボランテ
ィアとの合計113人が、約800人のランナーの施術にあた
りました。

報告者 (公社)岡山県鍼灸師会会長 内田輝和

大会当日は、午前6時にテントブース前に集合して準備を行
った後、(公社)岡山県鍼灸師会内田輝和会長、(一社)岡山県鍼
灸マッサージ師会松浦浩市会長、岡山県柔道整復師会山崎邦
生会長のあいさつの後、各業団に分かれ、施術の注意点など
が説明されました。学生指導は、朝日医療専門学校岡山校の
山口大輔学科長が担当しました。
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<テント内で順番を待つ選手たち>

<おかやまマラソン完走記念メダル>

<大会前にもケアを待つ選手の列が・・午前7時頃>
<ゴールとなったシティライトスタジアムで

選手を迎える観客たち>

<各業団会長の挨拶の様子>

<スタート前の様子>



また、今回のケアステーションでは、鍼治療を希望するランナーが多数おられました。その理由として、受
付にベテラン鍼灸師を配置し、治療やケアにお困りのランナーに助言を行うことで、4割ものランナーが鍼の
施術を受ける結果となりました。
本大会参加にあたり4団体は、業団顧問である岡山県議会議員千田博通氏仲介のもと、岡山県実行委員会側と
数回の打ち合わせを実施しました。

ケアステーション設置にあたり、鍼1000本をセイリン株式会社から、ボールペン1,000本を倉敷芸術科学大学
から提供して頂きました。Tシャツは、各団体それぞれのロゴを入れた独自のものを作成し、その中で統一性
を持たせるためにTシャツの色を施術スタッフはマスカットカラー、学生スタッフは濃い緑としました。

記入して頂いたアンケートは、折を見てそれぞれの師会で発表されるとことになると思います。(公社)岡山県
鍼灸師会では、今年8月21日(日)に岡山市内で開催される(公社)日本鍼灸師会スポーツ鍼灸フォーラムにてそ
の成果を発表する予定です。

今後も4団体で第2回大会を見据えて協議を開催し、より充実した運営を目指すことにしていますので、第2回
大会も皆さんともに頑張りましょう。

ケアステーション設置にあたり、事前協議にて施術時間や選手誘導など一
連の手順や、消毒面、鍼の使用番、施術カルテの統一など、細やかな条件
も検討し本番に向かいました。そして当日、テントブースには、鍼、マッ
サージ、ストレッチ、テーピング、アイシング、スポーツ障害相談の看板
が設置され、午前11時頃から次々とランナーが訪れました。10のテントブ
ースに用意された待合の椅子、36台のベットはフル稼働となり、施術まで
の待ち時間が長いにもかかわらず、長蛇の列ができることもありました。
しかし、施術者が施術終了と同時に選手を誘導し、アンケートの記入を促
して見送り、空いたベットは学生ボランティアが速やかに準備をして、新
たな施術者につなげることで、スムーズな運営が行われました。
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<テント内でのケアの様子>

<次々とケアステーションを利用する選手。
一時、待ち時間が50分ということも・・・!> <ケアステーション受付の様子>

<倉敷芸術科学大学提供のボールペンでアンケートに記入する選手>
<鍼灸師会スタッフ着用のTシャツ>

<参加スタッフ全員で記念撮影>



参加スタッフの声

おか

おかやまマラソンのケアスタッフとして参加させて頂き、大盛況であったことを身をもって感じ、と
ても嬉しく思いました。ケア中に、ランナーの方といろいろとお話をさせて頂き、「こういうブースが
あって本当にありがたい。強みだ」「鍼に対する抵抗がなくなった。今後も鍼施術を受けてみようと
思う」などといったお言葉を頂き、ランナーの方々にとってケアステーションが有効利用されており
、また鍼灸の普及にもなっていることを実感し、良い経験をさせて頂けたことを心よりありがたく思
います。私の知人もこの大会に出場していたのですが、「ケアステーションを探したが、場所が分
からず、ケアが受けられなかった。」また、「ケアステーションまで行ったが、待ち時間が50分とな
っており、受けるのを諦めた」という声も聞きました。事前に多くのランナーがケアステーションが
あるということを認識してもらえるような工夫や、待ち時間に関して、対策を取って行けたらと思い
ます。 藤原 愛

私は、マラソンのケアスタッフに参加するのは加茂マラソン以来2度目で、またまだ分から
ないことが多い中、鍼灸師の先生方だけでなく、たくさんの先生の治療を間近に見ることができ、
とても良い経験になりました。施術時間が短い中、満足できる施術をどのようにして行けばよい
か、瞬時に判断できるようになることが今後の課題になりました。たくさんのベットを準備してい
ましたが、多い時には50分待ちの時もありました。待ち時間が長くても、施術後には笑顔で帰っ
て行かれる方が多くみられ、こちらまで嬉しい気持ちになりました。
おかやまマラソンではほかにもたくさんの地域の特産品を販売するブースがあり、ケアの合間に
回ってみるのも楽しかったです。全国から集まってきたランナーや観客に岡山の魅力を知っても
らえる機会にもなったと思います。
記念すべき第1回目のおかやまマラソンにケアスタッフとして参加できたことを光栄に思います。
次回のおかやまマラソンも盛り上げていけるように、個人的な課題として鍼灸の技術をアップさ
せ、一人でも多くの方にケアステーションを利用してもらえたらいいなと思います。今年もよろし
くお願い致します。 白井 里美

第1回おかやまマラソンのケアステーションに参加させて頂き、普段できない体験ができたように
思います。今回のケアステーションでは、ベット数に対して施術者の先生の数が多かった
ため、私はアイシング用の氷を作ったり、受付で帰ってきた選手の方々へカルテ記入をしてもらっ
たりしました。鍼灸師会の先生方の施術を間近で見られる機会はなかなかないですし、普段一緒
に活動することのない柔道整復師会やマッサージ師会の先生方の施術も見ることができ、とても
勉強になりました。来られた選手の中には、フルマラソン初挑戦で完走しました!という方や、県外
の方、外国人の方もおられ、岡山を盛り上げる大きなイベントだと思いました。フルマラソンという
こともあり、痙攣を起こしている選手もおられましたが、大きなけがのある方は来られず、トラブル
もなく無事に終われて良かったと思います。今大会では目標の利用者数に達していなかったので、
次回はもっと選手にケアステーションがあるということを認識して頂けるようにアピール出来たらと
思います。第2回大会も参加させて頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

安藤 晶美
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平成27年度 各部の事業報告 -後期-
鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

報告者: 学術部長 山口大輔

平成27年度学術講習会実施報告
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第2回学術講習会

開催日時：平成27年9月13日（日）9：45〜16：00

場 所：朝日医療専門学校岡山校 アサヒホール
午前の部

演 者 : 朝日医療専門学校岡山校鍼灸学科
学科長 山口大輔先生

演 題 : 「スポーツボランティア活動報告と
選手の体調管理指導のコツ」

午後の部
演 者 : 元明治国際医療大学教授 矢野忠先生
演 題 : 皮膚科学と身体心理学の観点から捉えた鍼灸療法の特色」

参加者：会員27名、学生7名 合計34名

第2回学術講習会は内容の充実を図るため、午前の部と午後の部の2部制で開催しました。午
前の部は、本会学術部長の私が担当し、岡山県鍼灸師会のスポーツボランティア活動の報告お
よび、選手の体調管理指導のコツなどを講演しました。
午後の講師は、元明治国際医療大学教授の矢野忠先生にお願いし、「皮膚科学と身体心理学

の観点から捉えた鍼灸療法の特色」と題し、皮膚に関する最新トピックスと、直接触れて治療
する手当ての大切さについてご講演いただきました。皮膚のバリアー機能から心との繋がり、
多数の受容器を備えた好感度センサーで光までも感知するという内容で、大変興味深いもので
した。また、皮膚へ触れるこという行為の重要性に関して、栄養的にも物質的にも恵まれた環
境で、触れること、言葉をかけることをされずに保育された50名の子供が、全員1歳にならず
に亡くなった話や、「子どもに抱っこやキスをしないこと、こどもに触れることは甘やかし」
と考えるスポック博士の育児法の実践の結果、社会性に問題のある人が育ってしまった話にも
驚きとともに納得するものがありました。大変有意義な講習会でした。

開催日時：平成27年11月15日（日）13：00〜16：45

場所：朝日医療専門学校岡山校 アサヒホール
演者 : 関西医療大学保健医療学部准教授 木村研一先生
演題 :「鍼灸治療が血流や自律神経に及ぼす影響」
参加者：会員25名、一般3名、学生11名 合計39名

第3回学術講習会

第3回学術講習会は、関西医療大学保健医療学部准教授の木村研一先生に「鍼灸治療が血流
や自律神経に及ぼす影響」と題してご講演していただきました。
鍼灸治療と自律神経は関連性が非常に強く、その繋がりを知ることは臨床におおいに影響し

ます。今回は、血管を支配している自律神経の基礎的な知識から、自律神経に関する基礎実
験および臨床実験のレビュー、骨格筋の酸素動態に対する鍼刺激の影響など、非常に興味深
いものでした。骨格筋の酸素動態に対する臨床データでは、短時間の鍼通電により有為に酸
素飽和度が増加するというものがあり、この内容は、筋疲労を改善させる際の鍼通電の方法
に関して大きな示唆を与えるもので、臨床上非常に参考となった講演でした。

<
矢
野
先
生>

<

山
口
先
生>



第4回学術講習会

開催日時：平成28年1月17日（日）9：45〜16：45

場 所：朝日医療専門学校岡山校 アサヒホール
午前の部

演 者 : 関西医療大学教授・医師である増田研一先生
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」
午後の部

演 者 : 明治国際医療大学鍼灸学部准教授 井上基弘先生
演 題 :「運動器疾患と鍼灸～腰下肢症状・末梢神経障害の診察と鍼灸治療～」
参加者：会員19名、一般4名、学生5名 合計28名

今年度最後となる第４回学術講習会は、(公社)日本鍼灸師会との共催で行われました。午
前と午後のテーマを揃え、午前の演者は医師、午後の演者は鍼灸師とすることにより、よ
り臨床で活用できる講習内容としました。
午前の部として、「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」の内容で、関西医療大学教授・医師である増田研一先生を招いてご講演
いただきました。
①注意した症例では、増田先生が平成27年度に経験した各種運動器疾患が、実は重篤な

傷病であったことを、問診内容およびX‐PとMRIの写真を使い問題形式で分かりやすく話さ
れました。②現場帯同の実際では、増田先生が現在スポーツドクターとして大阪のフット
サルのチームに帯同しており、その活動内容に関してご講演いただきました。トレーニン
グメニューから選手の精神面のサポートまで幅広く行っている先生が、その中であげられ
たのは、情報をチーム全体で共有することの重要性でした。チームを支えるスタッフ全員
が共通理解をすることで、サポートスタッフのチームワークがより強いものになり、その
結果、チームの成績も向上するとのことでした。
午後の部では、「運動器疾患と鍼灸～腰下肢症状・末梢神経障害の診察と鍼灸治療～」

と題し、明治国際医療大学鍼灸学部准教授 井上基弘先生にご講演いただきました。
井上准教授は、腰下肢の運動器疾患に関するプロフェッショナルで、医師対象の講演会

を行うなど幅広く活躍されています。今回は、運動器疾患を診るに当たり、解剖学を深く
理解する事の重要性から、効果的に鍼灸治療を行う際の考え方やアプローチの仕方まで、
事細かく説明が行われました。実技では、皮神経絞扼による感覚異常に対する刺鍼部位の
選定や刺鍼方法、脊柱管狭窄症患者に対する坐骨神経血流改善のための陰部神経刺鍼など
、臨床ですぐにでも実践できる内容でした。

<増田研一先生>
<井上基弘先生>
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第7回(公社)日本鍼灸師会臨床スポーツフォーラムin岡山開催のお知らせ

開催日時は、平成28年8月21日日曜日、朝日医療大学校(予定)において「臨床スポーツフォーラム」が
開催されます。現在、準備を進めているところです。前日には会員同士の情報交換や親睦を深めること
ができるように、前夜祭を行います。
詳細が決まり次第、ご案内いたしますので、積極的な参加をよろしくお願いいたします。



わくわく子ども祭りin岡山ドーム

親子スキンタッチ活動報告

報告者 : 青年部長 福原隆行

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 >
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平成27年11月1日(日)10時から15時まで、「わくわく子ども祭りin岡山ドーム」において、親子ス
キンタッチ教室ブースを開設しました。参加したスタッフは、本会会員8名、岡山県鍼灸マッサージ
師会1名、広島県鍼灸師会2名と、虎の着ぐるみ、徳島県鍼灸師会1名と、うさぎの着ぐるみ、朝日
医療専門学校岡山校学生8名、岡山県立岡山盲学校学生3名、倉敷芸術科学大学学生1名、四
国医療専門学校の学生20名という、総勢44名に上りました。当ブースを訪れた親子は、およそ
140組でした。
いつものように、午前8時半に集合し、会場設営を開始しました。午前9時、ミーティングをして、プ
チ指導者講習会へと進みます。
午前10時、イベント開始。呼び込み、受付、親子の対応、バルーンアートなどにそれぞれグルー
プ分けをしてスムーズに運営できました。学生スタッフが多くいたので、徳島の堀本先生にお昼と
午後に小児鍼講座をして頂きました。
午後3時、イベント終了。ミーティングをして解散しました。
今回は(公社)日本鍼灸師会全国大会と重なったこともあり、いつものメンバーが期待できないと
考え、各学校に参加のお願いをしました。思いのほか学生が大勢集まってくれてよかったのです
が、私がうまくグループ分けできず、運営に偏りが生じてしまったと思われます。しかし、簡単な指
導の後、よく動いてくれたので、ブースはスムーズに運営できたと思います。
このたび気になった点は、
●参加スタッフが多かったので、もっと細かくグループ分けして、
思い切ってフリーな時間を作ればよかった。

●ブースを訪れた子供が、スプーンや歯ブラシを口に入れたり、
敷物に散らかしたままにしていることが目に付いた。

●呼び込みのために説明しやすいビラが必要。
●プチ指導者講習だけでなく定期的な勉強が必要。
●一組の親子に多人数で囲んでいるのはよくない
と、いったところです。
私としても、この活動を10年続けてきて、慣れのせいか、
つい言わなくても分かっているだろうという気持ちがどこかに <お母さんに説明中>

あったのかもしれません。
歯ブラシを口に入れてしまうことはいつもあること。だからこそ新品のものを用意して差し上げる
ようにしています。また、足元に道具を散らかさないこと、これらはいつものメンバーだから分かっ
てやってくれていたのだと気づかされました。

昨年度の青年部講座で行ったスキンタッチの話を聞いてくれた
会員が参加して下さったことはとても助かりました。そのスタッフ
はきちんとできていたと思います。できるなら多くの仲間をつくり
、一緒に勉強して、各地で活動していけたら。今後の本会のス
キンタッチ活動について考える時期だと思いました。
今まで参加したことのない先生も、ぜひ先生方の力を貸してくだ
さい。受付や鍼灸の相談、荷物の運搬などなど、ご協力いただ
けることが必ずありますので、よろしくお願いします。

← <今年も駆けつけてくれた
人気者のうさぎさん>



【広島県鍼灸師会 杉原朝香先生】

若い人のやる気パワーを感じ非常に好感を持ちました
やはり対象者、母親、父親と年齢が非常に近い事が、垣根をなくすのだなと。
学生中心だったので、もし責任という事が発生した場合のこと考えると、「子どもに触らない」という鉄則をもっと
徹底しなくてはいけませんでしたね。若いこれからの人達に、つまらない事で、負担かけたくないですよね。
それから、逆に鍼灸師の先生が少し引き気味でどこに着くと無く居場所がない感を見ました。
これらの事も含めて、イベントのためだけでなく一年に何回か指導者講習会や小児鍼の勉強をした方がいい
ように思います。
グループ分けとしては、もう少し少人数でひとグループ2～3人で、指導、受付、ビラ配りとローテーションした方
がよかったと思います。皆初めてなので不安もあってどうしても固まってしまいます。
そうすると親子1組に、5・6人で囲ってしまうと云う光景を目にしました。圧迫感を感じて講義を受けるどころで
はないような気がします。受付は居る時居ない時色々でした。受付の仕事としての指示が徹底していなかった
のでしょう。
対象者を、ビラ配り→受付→指導者という流れに持って行くと良いのではないでしょうか。
また受付の所に風船を置いて、「対象者だけ」と云っても、対象者以外でも通りがかりの人はどうしても「あれ
貰っておいで」と子どもに云います。子どもに「これはね、あげられないのよ」は辛いものがあります。対象者に
だけ渡すものは、なるべく通りがかりの人に見えない所に置く方がいいと思います。
また、ビラ配りと云っていますが、ビラがありませんでした。
スキンタッチリーフレットをビラのように配るには、コスト的にあいません。A4コピーで概略だけ書いてあるもの

を作って道行く人に配りまくる。そこで、簡単な説明やもし何なら
口頭版スキンタッチ指導をやってもいいと思います。
それに何もなしに勧誘するより、一枚ビラがあれば非常に助か
ります。
次に、スプーンと歯ブラシの管理に気をつけましょう。
子どもが舐めたり、くわえたりします。床に転がしたり、前の人が
使用したものをそのまま使うのは辞めましょう。簡単でもいいで
すから、一度使ったものをそのまま使うところが見えたのではよ
くありません。
最後に、岡山に集まる先生や学生は本当に嫌味がなく純粋で、
やる気が見えて素晴らしい。
このイベントが鍼灸の鍼灸師の登竜門となりますますの発展に
繋がることを祈念して、老婆心ながら長々と書いた筆を置きます

☆参加スタッフの感想

<ブース前でバルーンアート作成中>
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【徳島県鍼灸師会 堀本先生】

岡山ドームでのイベントお疲れ様でした。今年も大盛況でし
たね。今回のイベントを通じて改めて感じたのは、30名の
学生さん達の適応力の高さです。スキンタッチの指導や風
船づくりを覚えて、親子さんに上手に対応していましたね。
10月25日の愛媛四国中央市でのスキンタッチ会に引き続い
て、今回参加してくれた四国医療の学生さんも何名かいて、
心強かったですね。
改善点は
●全体の打ち合わせミーティングや講習会の時に、ドーム内の騒音で喋り手の声がきちんと通って
いなかったことかな。外で締めの意見会をしたのは正解でした。小型のラジカセとマイクを持参でき
れば、拡声器の代わりにはなります。
●衛生面ですが、敷物の上にスプーン歯ブラシが乱雑に散らかっていたのは見た目に良くなく改善
した方が良いです。百均ショップで買えるような、プラスチック製のパレットを置いてその上に、歯
ブラシ・スプーンを整頓しておけば見た目もきれいに見えます。



【岡山県鍼灸師会会員 平松学先生】

お疲れ様でした。
今回で二度目の参加でしたが、ブースに立ち寄ってくれた親子と前回よりも心にゆとりを持って、
コミュニケーションをとりながらしっかりスキンタッチについて説明できたと思います。来て下さった
子どもさんも年齢は様々でしたが、乳児の子どもさんがスキンタッチで使用する歯ブラシを口の中
に入れている姿を目にしました。
スキンタッチで使用するスプーンや歯ブラシなど衛生的に誰が使っても安心できるようにアルコー
ル綿花など準備して使用した方がいいのではないかと思いました。
特に小さな子どもさんのいる親は些細なことでも敏感に反応しやすいものなのでしっかり衛生的
にも安心して行えるものがスキンタッチだと感じてもらえるようにする必要があるのではないかと
思いました。今年も貴重な時間を過ごさせていただきありがとうございました。

【岡山県鍼灸師会会員 倉林譲先生】

お母さま方からいろいろ伺ったことから・・
①母親は、自分の子供たちのことについては非常なる関心が
あり、またよく知っていること。

②ほとんどの子供たちは元気で殆ど何も問題がない子供が多
かったのですが、中には疳の虫、 アトピー性皮膚炎、風邪
の引きかけ等のこどもが数名いたようでした。それぞれのケ
ア方法を母親に教えました。

③母親がイライラすることがあれば、子供もイラツクということが
分かりました。また、おっとりとした子供は、やはり母親もおっ
とりとしていることが分り興味深かったです。

④全員の母親に、これからは気候が寒くなりますので、
１）寒さのコントロールは、衣服で調節するようにすること。
２）お風呂には首までゆっくりつかり、体の芯まで温まるよう心掛けること
湯上り時にはスキンタッチを素早くして頂き、湯冷めをしないようご注意すること

などを伝え無事終えました。

【岡山県鍼灸師会会員 山本今日子先生】

お世話になりました。
初めての参加でしたが、とても活気があり、あっという間に終わってしまった印象です。
不安もありましたが、始まる前に指導していただけたのでなんとか説明できたかな？と思います。
子供は自分がされると思い最初嫌がっていても、お母さんが「気持ちいい！」と、体験している姿
を見ると自分も、と言ってせがんでくるのが印象的でした。
鍼灸の事は知らないお母さんがほとんどでしたが、お話を聞いてアドバイスしてあげるととても真
剣に聞いておられました。皆さん子供の事は悩みますよね。
こういう場をきっかけに鍼灸が広がっていってくれればいいな、と思いました。

<初心者講習会の様子>
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【朝日医療専門学校岡山校 伊藤由美先生】

今回参加して印象に残ったこととして・・・
お父さん・お母さんをスキンタッチに誘うとき、小さいお子さんは（風邪をひきにくい、元気なお子さん
になりますよ）という言葉で反応してくださいます。
一方、少し大きくなったお子さん（幼稚園以上）の保護者さんは、「もう赤ちゃんじゃないから」とか、「
特に身体は丈夫で元気だから」と最初はおっしゃるのですが、「お子さんの肌に日頃から触れていく
ことは、お子さんが園や学校で、あるいは社会で辛いことがあったりしたとき、言葉に出せない時でも
気づいてあげられる関係や、お子さんがお父さんやお母さんに助けを求めやすい関係を作っていく
手助けになると思います。」という言葉にとても反応されて、ブースに来てくださっていたのが印象的
でした（特にお父さん）。
現代の世相を映すかのような反応で切なくもあり・・・。実際私の娘が、話したいことがあるときや、甘
えたい時に「治療して」と言ってきます。今後スキンタッチや鍼灸を普及させていくときに、この言葉か
けが、より広い世代のお子さんの保護者さんの心をつかむかもしれないな・・・と思った次第です。



【四国医療専門学校 赤澤和哉先生】

先日のわくわくこども祭りでは、私も含め、学生が大変お世話になりました。
普段から小児に対する治療もしていますが、スキンタッチは初めてで、大きな興味を持てました。ま
た参加したいと思えました。ありがとうございました。
学校では、小児鍼を教えるコマが少なく、接触鍼の応用を初めて見た学生が多くいたと思います。
「刺さなくても効果が出る」「はりや灸を用いなくても自宅でできる」学生にとって気づきの多い1日で
あったと思います。
さて、今回のイベントに参加した学生から「声」を預かっておりますので、いくつか報告します。
・勉強になった。技術面では足りないことが多いが、母親の悩みを聞いてあげるだけで満足そう
にされていたのでやはり心のケアも大切だと痛感した。
・鍼灸師は鍼灸をするものだと思っていたが、身近な道具を用いて効果がだせることに非常に興
味を持った。
・非常に楽しかったが、学生参加者が多すぎて少し持て余した。なかにはブースの外で同じよう
に時間を持て余していそうな鍼灸師の方々がいらしたので、そういった時間に指導してくれれ
ばもっと良かったと思う。もちろん、自分から指導を請えばよかったのだが。
・鍼灸治療といえば敷居が高いけど、スキンタッチとするだけで、親子が気軽に参加されている
様子にヒントを頂けた。ベビーマッサージと勘違いして来場された人もいたので、違いなどを説
明できるようにしっかり勉強しておきたい。個人的に接触鍼に非常に興味を持った。
・親子と触れあえたことも良かったが、それ以上に業界の先輩方とたくさん知り合えたことがよか
った。今回とは関係ないが開業のアドバイスや、勉強会の紹介など非常にためになった。
・母親の子供に対する愛情と、以外にも病気に対する知識が深く驚いた。もっと勉強しないとい
けないと思った。
以上、学生の声です。

私からの感想としましては、体験ブースに来られた親子の中で、母親はスキンタッチの方法を熱心
に聴いていたが、父親は傍らでスマホをいじっていたりなどあまり興味がなさそうだったのが気にな
りました。おそらく普段の育児もほぼ母親が担当していることが容易に想像できました。こういうイベ
ントの中で、積極的に働きかけていくのは、実は父親に対してなのではないでしょうか。子供とのか
かわり方を知らない父親は多いと実感し、いいヒントを頂くことができました。
もう一点は、学生の参加が多く一組の親子をかなりの人数で囲んでいる場面が見られましたが、あ
あなってしまうと赤ちゃんはもちろん、親も緊張してしまって、スキンタッチの魅力が半減してしまう
のではないでしょうか。今後は人数が多く集まった際には、思いきって自由時間を学生に与えるの
もいいのではないかと感じました。大きなイベントでは、見て回るだけでも彼らにとってのヒントは転
がっているのではないかと思います。
今後も是非、お誘いいただければありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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【朝日医療専門学校岡山校学生 野田実木さん】

スキンタッチは学生でもすぐに実践出来るものだと思います。だからこそ、
実践してみたかったです。
グループ分けをして頂いたところまでは良かったと思うのですが、気付けば
グループ無視で皆さんシートの上でした。受付けをしていた朝日3年生組は真面目に交代の声が掛か
るまで受付けをしていましたが、交代して頂いた頃には客足が途絶えていました。
下級生は助手からと言われ、先生方の患者さんに対する接し方、手技を拝見したいと思いました。
出来れば次回は、1つのブースに1人は鍼灸師の先生に入って頂いて、分からないことなどがあれば
フォローして下さったり、空き時間に指導してくださればありがたいと思います。
なるべく同じ人が受付けだけ、風船だけにならないよう、時間を区切って頂けたら良かったかなと思い
ます。小児鍼教室はとても良かったと思います。



【朝日医療専門学校学生 岡田裕子さん】

おやすみを返上して、普及活動をされていらっしゃる先生達の姿にいつも刺激を頂いています。
学生も関われる活動をしてくださったり、学校に呼びかけてくださることは本当にありがたいと感じています。
今年は四国から学生さんが多く参加されており、他校の方とも関わる機会を頂けました。

このような活動は、通常関わることがない鍼灸関係者の方と知り合う機会でもあります。今後も学校以外の方達と触れうう
機会を、私のような多くの学生さんに体験していただければと思います。

受付をして気づいたこと。差し出がましいかもしれませんが、たくさん質問をいただいた中で、特に気になったものを紹介さ
せてください。

「ベビーマッサージと何が違うの？」「うちの子はもう大きいからできませんね」と言う質問やお話が多かったです。来場者
のお母さんの多くは、ベビーマッサージをされたことがある人が多いのですね。ですので、その延長戦でスキンタッチが幼
児向けのものだと思われたり。ベビーマッサージと何が違うのか？を求めてこられる方が多いのでは思います。

もしかして受付をされる人には「スキンタッチとベビーマッサージとの違い」を紹介できるように指導をされた方が、来場者
に適切な情報を伝えられるかもしれないなと思いました。

私は「鍼灸師の方が考案されたもの」「熱刺激を使う」などの違いを紹介しましたが、ベテランの方達は「スキンタッチとベビ
ーマッサージ」の違いをどのように紹介されるのか気になりました。
最後に、てい鍼講座をタイミングをみて、開いてくださってありがとうございます。
スキンタッチ以外でも鍼灸の知識を得る機会を作って下さると、さらに参加してよかったと感じられると思います。

<参加スタッフ全員で記念撮影>
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保険部からの報告

報告者 : 保険部長 才野優一

【平成28年度保険部必修講習会のお知らせ】

平素より療養費の適正な取り扱いにご協力いただきありがとうございます。本年度はその取り扱いに大きな変化こそあり
ませんでしたが、保険者側の支給の可否判断は厳正さを増しているように感じます。

さて、来年度の話になりますが必修講習会の開催日時が決定しましたので以下の通りお知らせいたします。昨年同様に
本会の定時総会と同日開催になります。定時総会、必修講習会共に必ず出席、受講してください。

日 時：平成28年5月15日（日）10:00〜12:00
必修講習会・定時総会の日は他の予定を入れないようにしておきましょう！
【保険部メールマガジンを読んでますか？】

不定期に配信している『保険部メールマガジン』ですが、みなさんご覧いただけてますでしょうか？療養費申請に関わる重
要な情報や、指導会からのお知らせなどをいち早くお届けしていますので、保険取り扱いのある会員は必ずご一読くださ
い。
また、Vol.4からメールマガジンの最後に内容確認をいただけたどうか配信側がチェックできる項目を設けていますのでご
協力お願いします。
配信元アドレスはこちらになります。保険部メールマガジンが届いていない方は受信設定をご確認ください。

hoken@okayama.harikyu.or.jp

今後とも保険部ならびに指導会の運営に、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いします。

最後になりましたが、本会の運営に長年ご尽力されました木多義則先生のご逝去に、謹んでお悔やみ申し上げますととも
に心よりご冥福をお祈りいたします。

mailto:hoken%40okayama.harikyu.jp


2015年井原市「市民スポーツの日」
鍼灸マッサージ体験ブース開設報告

報告者：馬場みずほ

井原市民スポーツの日とは、スポーツの大切さや楽しさ
を知るきっかけづくりに井原市が行ったイベントです。体育
館内は、私たち以外にも、ニュースポーツ体験、バウンドテ
ニス、３Ｂ体操体験、体力年齢を知るブースがあり、来場
者はそれぞれ楽しんでいる様子でした。鍼灸マッサージ体
験の体験者はほぼ井原市民の方で、地域密着でとても良

い雰囲気のイベントだと感じました。
岡山県鍼灸師会からはポータブルベッド2台とバスタオル、鍼等の施術に必要な物を持ち込み
ました。大会本部からは、ベンチソファ2台(1台はベッドとして利用)、衝立5台、机2台、パイプ椅子
数脚が用意されていたため助かりました。ベッドや衝立などを施術しやすいように設置し、打ち合
わせを行い、午前9時からは開会行事ということで、大会本部テントへ集まりました。注意事項を
聞き、予定通り午前10時から開催となりました。
また、こういった屋内では火と煙の問題でお灸の使用ができないこともあるのですが、煙の出な
いお灸であれば使用可能でしたので、ありがたい機会だと感じました。しかしながら、お灸の体験
者が少なかったので、次の機会にはお灸にも興味を持っていただけるようにしたいものです。

施術体験者の感想
・身体が楽になった。気持ち良かった。
・意外と痛くなかった。効果を実感した。
・相談ができたり助言を聞けたりできて良かった。
・定期的に身体のケアで利用したい。
・灸はもと熱くなるのを耐えるものと思っていたが、
思ったより熱くなかった。

参加施術者の感想
・思ったよりも体験者が多く、鍼灸を知ってもらう良い機会になったと感じた。
・体育館内だったので屋外でするよりも施術もしやすかったように思う。
・ベッドが2台しかなかったのが残念であった。
・鍼灸を受けてみたいと思っている方が、意外と多いことがわかりよかった。
・地元井原市で、市民の方々に鍼灸の良さを知っていただける機会があり、とても有意義な1日
となった

日 時 : 2015年10月12日（体育の日）
午前10時～午後3時

場 所 : 井原体育館
参加施術者 : 会員7名
体験者数 : 44名（午前24名、午後20名）

<施術の様子>

<

イ
ベ
ン
ト
の
チ
ラ
シ>

<井原のご当地キャラでんちゅうくんも足の治療に!?>

17



質問1 ： 今までに鍼灸治療を受けたことがありますか？
はい…13名 いいえ…30名

質問2 ： 鍼灸治療がスポーツ障害に効果があることをご存知ですか？
はい…21名 いいえ…22名

質問3 ： 鍼灸治療が様々な疾患に効果があることをご存知ですか？
はい…22名 いいえ…20名

質問4 ： 鍼灸治療が病気の予防に効果があることをご存知ですか？
はい…12名 いいえ…30名

質問5 ： 鍼灸治療が美容に効果があることをご存知ですか？
はい…15名 いいえ…26名

【アンケート集計結果】

<参加スタッフ>
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第24回津山加茂郷フルマラソン全国大会
スポーツ鍼マッサージケアステーション開設中止のお知らせ

毎年4月に、鍼灸術を通じての社会奉仕活動の一環として津山加茂郷フルマラソン全国
大会で市民ランナーのコンディショニングサポートを行うために、スポーツ鍼マッサージ
ケアステーションを設置しておりましたが、第24回大会は都合により参加を中止させて

頂くことになりましたので、お知らせいたします。

はり 16名

きゅう 0

マッサージ…

はり・きゅう

2名

はり・マッサージ

4名

きゅう・マッサージ

2名 全て 2名

受けた施術

満足 37名

やや満足 4名

施術の感想

ぜひ受けたい

12名

機会があれば受けたい

24名

今はわからない

4名

未回答 1名

今後、鍼灸治療を受けたいか？



第7回青年部講座報告
鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

報告者 : 青年部長 福原隆行
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女性部会委員会活動報告

報告者 : 女性部会委員長 市村由美子

今年度の活動は、10月25日に症例検討会として、日頃の悩み事
相談や、施術者本人の体調管理のため、「今、不調なところ」をそれ
ぞれの方法で治療し合いました。「風邪をひいて寒気が取れない」
「腰が痛い」など普段患者さんに治療はしていますが、施術者自身の
健康管理まではなかなか手が回りません。お互いに治療し合うことに
よって新たな治療のヒントになればということで会員からの要望もあり、
企画しました。私自身は「美容鍼」を体験しました。次の日には少し
肌の色が明るくなり、皮膚の張りが出たように思いました。
治療に用いる道具についても各人のこだわりがあり、その道具を見て、
触れて、身体に当てたりしての情報交換も興味深かったです。
また、毎年恒例のクリスマス会は、12月20日に岡山国際ホテル
にて行いました。ホテルならではのゆったりとした雰囲気で美味し
い料理とおしゃべりで盛り上がりました。
次年度も情報交換会を開催予定ですので、興味のある方は女性部会
委員会までご連絡ください。

女性部会委員会
〒700-0824

岡山市北区内山下2丁目5-16

はりっこ・きゅう 内
Tel/Fax  (086)222-8059

E-mail   ciwei516@po12.oninet.ne.jp

市村 由美子まで

<症例検討会の様子>

<クリスマス会での記念撮影>

平成28年2月28日(日)10時から12時まで、療養費適正運用指導室にて、第7回青年部講座を行いました。今回
の講師は、第5回の講習会でもお世話になった、平病院リハビリテーション部健康運動指導士の玉置昭平先生で

した。先生は、心臓リハビリテーション指導士の資格も持っておられ、「運動時のリスク管理と緊急対応」というテ
ーマで講演と実技をしていただきました。今回の参加者は8名でした。
昨年11月に行われたおかやまマラソンでは、AEDを持って、自転車でコースを走り、ランナーを見守っていたの
だそうです。

前半は、運動時に起こりうるリスクのこと、また何に気をつけてトレーニングをすればよいかをお話し頂き、後半
は実際に人形とAED(自動体外式除細動器)を使っての実技を行いました。

人が倒れて、呼びかけに応じない時は、救急車を呼び、救急車が来るまで胸骨圧迫を続けること、できれば、
AEDを持ってくること。「AEDを行った場合は9割が助かった」というデータを紹介されました。
胸骨圧迫、AEDの使い方など、2グループに分かれて実技を行いました。実際にやってみると、2分間で汗ばむく
らいでした。

今回は和やかな雰囲気で講義が進みましたが、救命措置として
の緊張感も感じつつ良い講習会だったと思います。
来年度も本会としてスポーツに関わることがありますが、今
一度リスク管理や緊急対応について意識するよい機会となりま
した。今後も青年部ではリクエストがあれば、可能な限り企画を
実現しますので、どしどしご要望ください。

<胸骨圧迫での手の組み方>

<汗をかきながら実習中>

mailto:ciwei516@po12.oninet.ne.jp
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毎日バタバタと余裕もなく過ごしているので、最近、歩いての通勤に切り替えました。特に朝、旭川沿
いを歩くと肌に当たる風の温度や匂い、川面に映る光線の具合など五感を通じて自然の移り変わり
を楽しんでいます。自転車で通勤しているときには感じなかったのですが、歩いてみると自身の体調
の善し悪しなどからでも景色が変わって見えるようで、面白いです。みなさんも是非、通勤時間に
ちょっとだけ「歩く」ということを取り入れてみてはいかがでしょうか?新しい発見があるかもしれません。

市村由美子

毎回編集作業を一緒にされていた本会副会長木多義則先生がこの１月にお亡くなりになりました。

先生のご活躍は会の運営に留まらず、今回初めて県内４業団が協力して行われました第１回おかや
まマラソンのトレーナー活動、また特に津山で行われておりました国際車いす駅伝、加茂郷マラソンな
どのボランティア活動が思い起こされます。今後も先生の想いは我々が継続していかなければと思い
ます。皆様にもご協力宜しくお願いします。 国安 俊成

編集後記
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弊社は健康で豊かな生活を応援します!! 
 

 

 

【商品紹介】 

 

* 針管鍼     * スポ－ツ針管鍼     * 金粒・銀粒     * 輸入中国製鍼 

* 皮内針       * テ－プ付き円皮針   * 小児針(勾玉形状の接触針)   

 

 

 

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・マッサ－ジオイル等お問い合せ下さい 

 

大 宝 医 科 工 業 株 式 会 社 
〒731-0211  広 島 市 安 佐 北 区 三 入 1-25-9 

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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リレーコラム
～体調管理のコツ～

朝日医療専門学校岡山校 鍼灸学科長 山口大輔

ダイエットで健康に

23

一般にダイエットは、痩身により体のラインがきれいに
なるなど、美容というイメージが強いかもしれません。そ
のダイエットには、痩身以外に様々な効果があることをご存
じですか？

近年、様々な研究が進み、摂取カロリーを制限することにより抗老化、疾患予防効果が
期待できることが分かってきています。実際に、低栄養にならない程度のカロリー制限を
行うと、原始的な生物からほ乳類にいたるまで、普遍的に寿命延長効果を示すことが各方
面で報告され、大きな注目の的となっています。老化関連疾患に対する予防効果に関する
研究では、アカゲザルを用い70％にカロリー制限を加えた状態で糖尿病・心血管疾患・悪
性腫瘍・認知症の発生頻度が減少したとの報告もあります。このような研究で注目されて
いる長寿遺伝子として「サーチュイン遺伝子」があります。
ここで、サーチュイン遺伝子が発現することにより、どのような効果があるのか、概要

を述べたいと思います。虚血性心疾患や脳梗塞などの原因となる動脈硬化性変化は、血管
内皮細胞の老化が原因の一つといわれています。血管内皮で産生される一酸化窒素（NO）
は、血管弛緩作用を司り、血管内皮細胞老化にも保護的に作用しています。サーチュイン
遺伝子は、そのNO産生にかかわる酵素を発現させ、NOの産生増加をもたらします。NOは
血管内皮の老化を防ぐだけでなく、末梢循環を良くし、冷え症を改善させます。また、サ
ーチュイン遺伝子はアルツハイマー型老年認知症に対してアミロイド蛋白の沈着を抑え、
抑制的に働くものと考えられています。それだけではなく、海馬での神経変性を抑制し、
認知能の改善が見られたとの報告もあります。骨粗鬆症に対しても、骨芽細胞を増加させ
骨吸収を抑制する事も分かっています。
では、このような抗老化作用を発揮するサーチュイン遺伝子を発現させるにはどうすれ

ば良いのでしょう？その一つがカロリー制限なのです。先に書いたように、アカゲザルで
の実験では（人間ではないですが・・・）摂取カロリーを70％に制限かけることによりサ
ーチュイン遺伝子の発現が確認されています。これを人間にたとえると、日本人の男性18

歳〜29歳の食事摂取基準では、一般的な身体活動レベルの場合、一日あたり2,650kcal前後
必要とあります。30％少なくすると795kcal減らすことになります。一般的に茶碗一杯235

ｋcalなので、大体３杯と半分減らせば済むことです。しかしながら、これだと一日三食の
白米抜きということになりますが、炭水化物で補給される栄養は日本人にとってとても大
切なものです。できれば、白米のみ完全に削るのではなく、おかずなども少しずつ少なく
して、バランス良く栄養を取ってほしいものです。その他、サーチュイン遺伝子を発現さ
せる刺激としては、温熱刺激や運動刺激などがあげられます。
食事は腹八分目、お風呂でしっかり暖まり、適度な運動を心がけて、
いつまでも若々しく健やかなる日々を送りましょう。



～東洋医学の養生法 12～

青年部提供 谷口 崇 (文章)

入江 歩美 (イラスト)

ツボ療法編

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。

☆あなたの「のど」は元気ですか?
「のど」のケアについて

ようやく冬の終わりが見え始め、日々暖かくなって来てはいますが、まだ寒さの残る季節です。こ
の時期、皆さんいかがお過ごしですか？
風邪で咳き込む、花粉やホコリで「のど」がイガイガする、なんてことはありませんか？今回は「
のど」のケアについてお話させて頂きます。
風邪の予防にうがいをする事はよく知られていますが、皆さんはきちんと行えているでしょうか？
うがいとは「のど」に入ってきた異物を洗い出す行為なので、水分を含んだまま頭を動かしたり、
いつもより「のど」の奥のほうに水分が当たるように飲み込むぐらいでやってみても良いかもしれ
ませんが、あまり「のど」の奥でやろうとすると気管に入りそうになってむせるので注意が必要で
す。
風邪などのウィルスは体内にあっという間に入ってくるので、帰ってきたらまず手洗い。手にもウ
イルスが付いているかもしれないので、一番に手洗いをした方がいいでしょう。その後、うがいを
して下さい。巷では、「塩水」「緑茶」などでうがいを行うと風邪予防になると言われていますが
、ある大学の調査では、『水道水によるうがいの効果が期待できる』との発表がされています。
「うがい薬」や「塩水」などをわざわざ使わなくても、水道水で風邪予防が期待できるのなら、簡
単ですね!ご家族みんなで手洗い、うがいを習慣づけましょう。
もちろん、マスクも使うと効果的です。最近は首から下げるタイプのマスク
もありますが、普通のマスクで良いと思います。自分の咳やクシャミで飛んで
しまうウィルスなども防げますし、何より口の中、喉の湿度を保つことで風邪
などのウィルスの増殖を防ぐ事が出来ます。他の人にも自分にも優しい予防方法ですね。

では、実際に「のど」のケアについていくつかご紹介しましょう。
東洋医学では風邪は首の後から入って来ると言われています。寒気がする時などはマフラー等で首
元を暖かくしておきましょう。
風邪のひき始めには<葛湯>を飲むのも効果的です。葛は漢方薬にも使われているので体調を整える
のには良いでしょう。温かい葛湯で体を温めてゾクゾクする寒気を取り除きましょう。<葛湯>は薬
ではないので、お子さんや妊婦さん、他の薬を飲まれている方でも安心して試して頂けます。
また、親指の爪のそばにある「少商」というツボを強く揉むと痛みが和らぐかもしれません。両手
足の爪の両側を揉むマッサージには、自律神経を整える効果もあるので、お風呂等で両手両足合わ
せて少し痛いぐらいの強さで、毎日5分程揉むと良いです。
少し熱めのお湯にタオルを浸して絞ったものを首に当て、
首周りを温めるのも良いでしょう。「のど」のツボも刺
激できますし、優しく揉めばリンパの流れも良くなって、
顔のむくみ解消にもなります。

「のど」の痛みに効果のあるツボ
少商・・親指の爪のそば
翳風・・耳たぶの後方のくぼんだ所
身柱・・第3・4胸椎棘突起の間

この寒さもあと少しだと思いますので、これらの養生法を
参考にして、「のど」の調子を整え、春の到来を待ちましょう。

☆

☆

☆

☆

少商

翳風 身柱
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