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(公社)岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和
今年5月の総会にて新理事会が誕生致しました。これからの2年間
公益法人の自覚をもって事業活動をしてまいります。
何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
さて、日本の医療費は厚生労働省の集計によると、平成26年度
36.6兆円から平成27年度には40兆円に達しています。毎年じわじわ
と上昇傾向に推移しています。
医療費の年齢別では45歳～64歳で9兆3000億円、65歳以上は23兆1000億円で45歳からの
合計だけで32兆円を超えています。
このような集計をみると、現在65歳の方が75歳となるころには54兆円規模となるとの推計がな
されています。そうなれば当然消費税等をかなり上げざるを得ない計算です。
このままでは、我が国の地域医療は立ち行かなくなっていきます。
では、鍼灸はどうでしょうか。鍼灸は医療との認識のもとで我々は治療を行っていますが、現
代医療と併用して鍼灸治療を行うことで、早期の治癒が期待できるのではないかと思うのです
が、実際はそう甘くありません。医師にかかれば投薬は必ずあるであろうし、必要ありませんと
断ることは言いづらいです。
我々とすれば病院等にかからないようにする予防治療として活動すれば、鍼灸の受給率は向
上するのではないかと思われます。今は現代医学の治療が限界とされる時や慢性疾患の時に
鍼灸の利用が多いとされてます。実際の鍼灸受給率は、わずか 7.3%台と言われています。
受療率が低迷している中で、厚生労働省の2012年に職に就いたはり師は10万人を超え、あ
はきの施術所は 60,330ヶ所との集計がなされています。
それ以降、年々増加する中での受療率の横ばいは鍼灸業の未来に不安が残ります。
このアンバランスを打ち破るには予防に対する健康への投資です。我々は鍼灸の効果をこの
健康維持と疾病の予防というスローガンを掲げて、広く伝達させていく時期に来たのではない
かと考えています。介護予防、認知症予防、老化予防、生活習慣病の予防など、我々の出来る
中でのこれらの予防に対し、広く一般にアピールする知恵を師会全員の英知でもって企画でき
れば幸いと存じます。

表紙の説明
【備中国分寺 五重塔】 国指定重要文化財

(写真提供 : 赤枝壽士先生)

備中国分寺は、岡山県総社市にある真言宗御室派の寺院です。聖武天皇の発願によって創建された
国分寺の一つです。建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、現在の建物は江戸時代中期以降に再
建されました。
ここにある五重塔は、弘化元年(1844年)頃に完成し、34.32mの高さがあります。この塔は屋根の上層
と下層がほぼ同じ大きさの細長い造りで相輪も短く、江戸時代後期の様式を濃く残す代表的な塔です。
また、県内唯一の五重塔でもあり、観光地となっている吉備路のシンボル的な存在となっています。
(総社市ホームページより引用)
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平成28年度 第39回 定時総会開催の報告
報告者 : 総務部長 市村 由美子
日 時：平成28年5月15日（第3日曜日）13:00
場 所：岡山市北区石関町2－1 岡山県総合福祉会館4階大研修室
出席数：会員総数 224名 委任者数 92名 出席者数 50名 欠席者数 82名
理 事：内田輝和 ・中原眞行・ 国安俊成・ 落 吉生・ 赤枝壽士・才野優一・ 馬場みずほ
西谷典人 ・藤原秀雄・ 山口大輔・ 福原隆行・ 市村由美子・ 吉田和彦
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28年度定時総会を開催するにあたり、上記社員
並びに理事13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
、出席者一同の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・松本
眞定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、本定時総会は会員総数224名中出席者
数50名と委任者数92名を加えて定足数を満たし、本定時総会が成立することを確認
し、13:50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尋ねた。
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27年度事業報告の件
2. 平成28年事業計画及び収支予算の件
3. 平成28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
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
全て承認

平成27年度貸借対照表の件
平成27年度正味財産増減計算書及び内訳表の件
平成27年度財産目録の件
理事選任の件
監事選任の件

中原眞行副会長より閉会の辞があり、15:50に終了した。

<会長挨拶>

【平成28年度役員】
会 長 内田 輝和 副 会 長 中原 眞行 副 会 長 国安 俊成 副 会 長 松浦 浩市
総 務 部 長 市村由美子
組 織 部 長 赤枝 壽士
庶 務 部 長 西谷 典人
財 務 部 長 馬場みずほ
保 険 部 長 才野 優一
学 術 部 長 山口 大輔
共 済 部 長 小原 陸夫
普 及 部 長 高木 謙輔
青 年 部 長 福原 隆行
広 報 部 長 定廣 隆司
介護福祉部長 吉田 和彦
監
事
藤原 秀雄
監
事
石部 春子

<会場の様子>
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<感謝状を受け取る和田先生>

会長コラム

多事鍼言
この9月11日から始まった大相撲の観戦の機会を得て、初日に両国国技館に足を運んだ。
くしくも稀勢の里が綱取りの場所ということもあり、初日から満員御礼の垂れ幕が掲げられていた。
さすが相撲の本丸である。両国駅は相撲一色といった雰囲気の町である。長い日本文化の歴史
が漂う。結果的にはあまり期待されていなかった豪栄道の全勝優勝であった。
人間の精神の集中は難しいとつくづく感じられた。この場所で優勝すれば横綱に昇進できる。
初日、稀勢の里が土俵に上がる前にじっと目を閉じて、このプレッシャーに耐えるように精神を統
一したかに見えた。こちらから見ると表情がこわばり緊張しているように思えたが、やはり土俵上で
はその緊張感で思うように相撲が取れず、簡単に負けてしまった。それにひきかえ、あまり注目さ
れていなかった豪栄道はプレッシャーが少なく、思いきり自分の力強い相撲が取れ、全勝優勝とな
った。平常心が勝利に貢献した典型であるだろう。
常に肩の余分な力を抜き、自信をもって力まず事にあたる大切さをこの相撲で再
認識させてもらった。
鍼灸治療はまさに術者の心まで患者に注入されていく。平常心で心優しく患者と
接し治療することは、鍼灸力を十分発揮できる一つの要素であろう。

今年も!!

岡山大学医学部で東洋医学の講義を行いました!!
報告者 : (公社)岡山県鍼灸師会会長 内 田 輝 和

平成28年8月31日(水)に岡山大学医学部3回生の必須授業
にて東洋医学の講義を行ってきました。受講生は約120名で
した。
授業内容としては、
・はりきゅう理論、東洋医学の基礎・歴史について
・鍼灸治療に対する同意書について
大学病院では同意書に関してはいつでもOKとの事です。
・眼の周辺に鍼を打つデモンストレーションを行い、痛くないと
いう事を理解してもらう
・良導絡での鍼灸治療の紹介
・セイリン株式会社のココロケーターを用いた分かりやすく簡
単な治療点の探索の仕方
・今後、総合医療を行う時代が来るという話で鍼灸をPR
この講義は毎年行っていますので、今後輩出される医学生は
鍼灸に対する理解があると思います。鍼灸の発展のため地道
な努力ですが行っておりますので報告致します。
<講義の様子>
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公益社団法人日本鍼灸師会
第７回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
開催報告
報告者 : (公社)日本鍼灸師会第7回臨床鍼灸スポーツフォーラムin岡山
実行委員長 山 口 大 輔

開 催 日
開催時間
開催場所
大会テーマ
サブテーマ
参加者数

平成28年8月21日（日）
9：00～16：10
朝日医療大学校 岡山県岡山市北区奉還町2-7-1
～スポーツ鍼灸～未来に目を向けて
これからのスポーツパフォーマンスの向上とサポート
会員81名 会員外2名 学生57名 一般市民6名 合計146名

（公社）岡山県鍼灸師会は、平成28年8月21日（日）に朝日医療大学校にて「第7回臨床鍼灸スポ
ーツフォーラムin岡山」を開催した。2020年の東京オリンピックに向け、鍼灸師として備えておくべき
知識や技術を研鑽する場として、講演内容など工夫を凝らしたものとなった。大会テーマは「～スポ
ーツ鍼灸～未来に目を向けて」とし、サブテーマとして「これからのスポーツパフォーマンスの向上と
サポート」を設定した。これは、スポーツ愛好家からプロスポーツ選手まで幅広い競技レベルの人々
に対し、鍼灸を用いたサートを行うだけでなく、身体パフォーマンスを向上させることのできる可能性
を秘めた鍼灸治療であることを、参加者に再認識していただきたいという思いで設定したものであっ
た。
講演に関して、実技講座「見て分かる！！スポーツ鍼灸臨床実技」では、「トレーナーに必要な治療
と予防の知識とスキル」の演題で、（一社）香川県鍼灸師会、
N.S.T中曽根鍼灸大学堂・整骨院院長で、プロ野球オリック
ス・ブルーウェーブ１軍元トレーナーの中曽根 徹先生に、現
場で使える実践的な実技を交えた講演を頂き、明日からの
臨床に活用できる知識と技術を学べたことは非常に有益な
ものであった。

<会場の様子>

<中曽根 徹先生>

<講演中の様子>
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次にスポーツ情報として、「東京オリンピック・パラリ
ンピックに対する日鍼会の取り組みについて」と題し
て、（公社）日本鍼灸師会理事で日本鍼灸師会2020
東京オリパラ準備委員会委員長の安田政寛先生によ
る講演が行われた。オリンピックに対する組織として
の取り組みなど知る良い機会になった。
<安田政寛先生>
市民公開講座Ⅰでは、2名の演者に講演いただいた。一人目は倉敷芸術科学大学教授の内田
輝和先生で、「ペットボトルでできる筋肉トレーニング」の講演が行われた。高齢者の筋力低下を身
近にあるペットボトルで防ぐ実技を中心とした講演で、患者指導などに役立つ内容であった。二人
目は朝日医療大学校教務センター学校長補佐で鍼灸学科学科長の山口大輔先生による「脱水予
防のコツ」が講演された。暑い時期の脱水を予防するための知識を簡潔にまとめ、分かりやすい内
容であった。

<山口大輔先生>

<内田輝和先生>

市民公開講座Ⅱは、岡山県立大学情報工学部准教授の
綾部誠也先生による「免疫と運動と健康寿命」に関する講演
であった。さまざまな臨床研究を根拠とした講演内容で、非
常に興味深いものであった。

<綾部誠也先生>

<綾部先生の講演を興味深く聴く受講者>

午後の特別講演は、社会福祉法人帝塚山福祉会リハビリテーション部統括部長の上田陽之先生
による「筋膜の機能と姿勢・動作」であった。筋膜リリースなど現在話題になっている内容で、実技を
交えわかりやすい講演であった。会場から質問も多く出て、参加者の注目度も大きいものであった。

<上田先生の実技の様子>

<上田陽之先生>
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最後にシンポジウムで「スポーツボランティア報告」が行われた。今回は岡山県と奈良県、東京都の
鍼灸師会が行っているマラソンでのスポーツボランティア報告であった。講師は（公社）岡山県鍼灸師
会の内田成洋先生、（一社）奈良県鍼灸師会の門野章先生、（公社）東京都鍼灸師会の藤井伸康先生
で、初めに各鍼灸師会の取り組みを、スライドを用いて分かりやすく解説し、その後、シンポジウム形
式で意見交換が行われた。意見交換の中では、鍼灸師としてできること、備えておかなければならな
い知識と技術、今後の課題などが話し合われ、今後に繋がるシンポジウムであった。大会全体を通し
て、興味深い内容が多数含まれ、参加者の感想もおおむね良好で、充実した大会であった。

<ボランティア報告をされた各県の先生方>
臨床鍼灸スポーツフォーラム前夜には、ホテルグランヴィア岡山にて「前日交流会」が開催され、
各県から出席された先生方と美味しい料理を食べながら、賑やかに情報交換を行いました。
また、お忙しい中、(公社)日本鍼灸師会仲野弥和会長も駆けつけてくださり、中央情勢なども聴く
ことができました。

<仲野弥和会長の挨拶>

<交流会参加者記念撮影>
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平成28年度 各部の事業報告 –前期鍼灸知識の振興及び普及に関する事業

第5回岡山城・後楽園カヌー駅伝大会ケアステーション開設報告
報告者 : (前)普及部長 藤原秀雄

平成28年4月10日（日）備前岡山京橋朝市会場のカヌー駅伝大会会
場にテント3張に携帯ベッド7台と良導絡自律神経測定機器を配置し、
スタッフ21名で対応する。AM7:30に集合し点呼とケアステーションの
運営についての説明をした後、設営に取り掛かり、AM8:15分より施術
を開始した。
出だしは少し低調であったが、選手が続々と到着し始めると徐々に
受療者が増え始め、開会式のAM11:00までは第一ピークで慌ただしく
時間が過ぎた。
大会が始まると大会スタッフの方々が体調の不良(多分、前夜祭のせ
い!?)を訴え、次々に来られ第二ピーク状態で待ち時間もできる状態とな
る。
今回の特徴は日本良導絡自律神経学会中四国支部の協力で受付後全員の良導絡測定し自律
神経状態を確認した後に施術を開始した。
今回のケアスタッフは21名で、その内会員は13名、学生2名、会員外有資格者6名で若手が中心
の参加であった。会員外有資格者の中には県外の先生が視察目的で、その他の先生方は本会に
未加入ではあるが本会の活動に興味を示し、本会を理解するうえで良い機会になったのではない
かと思う。

<テント内の施術の様子>

<参加スタッフ記念撮影>

<カヌー競技中の様子>
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保険部からのお知らせ
報告者 : 保険部長 才野 優一

はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧療養費改定ならびに
留意事項の一部改正のお知らせ
平素より本会保険事業にご協力いただき御礼申し上げます。
標記の療養費が改定されましたので、以下の通りお知らせします。
◆はり・きゅう(平成 28 年 10 月 1 日施行)
施術料(1術のみ) 1,270円
→ 1,300円 （＋30円）
施術料(2術)
1,510円
→ 1,520円 （＋10円）
往療距離加算(2km毎に) 800円 → 770円 （－30円）
◆あん摩マッサージ・指圧(平成 28 年 10 月 1 日施行)
マッサージ(1局所につき)
275円 → 285円 （＋10円）
変形徒手矯正術(1肢につき) 565円 → 575円 （＋10円）
往療距離加算(2km毎に) 800円
→ 770円 （－30円）
紙面の都合上、変更点のみのお知らせとなります。詳細は保発0923第2号（平成28年9月23
日）にてご確認ください。

また「はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の支給の留意事項」の一部改正が発出され
ましたのでご案内します。
■往療料の算定について、かねてより要望していた『（計画的に施術を行う）訪問診療』のニュア
ンスを含む内容が認められました。
■同じ棟のマンションの場合は部屋番号に関わらず、往療料の算定は1日に1人分(ただし例外も
あり)のみ可となったこと、また、あはき師の往療先が介護保険法で規定する介護老人福祉施
設等の施設を含むことが明確になりました。
こちらも紙面の都合上、改正内容の解説のみのお知らせとなります。詳細は保医発0930第
4号（平成28年9月30日）にてご確認ください。
なお、これらの改訂・改正は共に、平成28年10月1日以降の施術分から適用することとさ
れておりますので、宜しくお取り計らい下さいますようお願いします。
送ってね!

広報部では表紙の写真を募集しています!
広報部では、会報誌の表紙写真を募集しています。写真撮影が趣味だという先生、「ベストショット
が撮れた!」という先生は、広報部までお寄せください。
「これは!」という写真をお待ちしています。よろしくお願い致します。
写真データの送り先
(公社)岡山県鍼灸師会広報部

E-mail shinkyuu_okayama@yahoo.co.jp まで
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第1回

災害支援鍼灸師養成講座

受講報告

報告者 : 災害ボランティア委員長 高木 謙輔

平成28年8月7日（日）9：30から17：00まで、大阪ハイテクノロジー専門学校本館校舎で開
催された災害支援鍼灸師養成講座を受講してきましたので、報告いたします。
当日のスケジュールは以下の通りでした。
① 9：30~10：30 演題『被災者への接し方』
害を与えない関わり方PFA（サイコロジカルファーストエイド)
講師 兵庫県心のケアセンター 大澤 智子先生
②10：45~12：15 演題『災害医療対策の歴史的経緯と他職種連携の必要性について』
講師 国立大阪医療センター 救命救急センター
厚生労働省DMAT事務局 若井 聡智先生
③13：30~15：00 演題『災害支援鍼灸師に必要なリスク管理とマネジメント』
講師 帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 今井 賢治先生
④15：15~16：45 演題『コーディネートの実際について（熊本地震を例に）
災害危機管理の状況 災害医療派遣の実際』
講師（公社）日本鍼灸師会 堀口 正剛先生 矢津田 善仁先生

1. 被災者との関わり方について・・PFAとは元々持っている個人の力を引き出すこと。こ
の考えを元に自然な回復を促し、回復力があると理解をさせる。そして孤立化を防止させ
ることを目的に活動をしている。現地では現在の被災地での生活がいつまで続くのか、い
つ終わるのかということに一番不安を抱えているので、安心を持たせるために公に公表さ
れている確実な情報を与え1日、1週間、といった見通しを立て落ち着かせる。しかし不憫
だからと言って関わり過ぎない事も大切で、家族、友人、近隣に可能な限り近づけてあげ
る事や、自分で支援物資の調達に行けるようにもっていくなどの重要性も上げていた。今
困っていることをその人ができるように支援をしていく。
2. DMAT立ち上げの背景に防ぎえた災害死を最小限にすることを目標に阪神淡路大震災後に
立ち上がった組織で、患者数と医師の比率があっておらず対処すれば助かっていた命がか
なりあった。発災から48時間の急性期にDMATが活動し徐々に医療救護班が入り活動をし
ていくが東日本大震災の際は津波や放射線の関係もあり活動開始に時間がかかりDMATが
撤退から引き継ぐのに空白ができてしまった。そこでさらに災害死、災害関連死が増えて
しまい課題が残った。救護の対象は負傷者、健常な人、災害弱者。
特に、健常な人、災害弱者に対してエコノミークラス症候群や通
常の生活が出来ない為に病気になったり医療や薬の処方等が受け
られなくなり、もともとの病気が悪化してしまう人達に医師、
看護師に無理な場面に医療従事者の力が必要となってくる。
現にコーディネーション会議に参加して活動している鍼灸師
は多くいる。
3. AMDAでは
１．被災者に迷惑をかけない
２．医療事故を起こさない
３．他の派遣者の創意工夫を非難しない
この3つのネガティブリストを守れば何でもしてくださいという方針のもと活動をしてい
るAMDAは、「現場の問題を一番良く知る人が、一番良い解決策を持っている」というロ
ーカルイニシアティブ（現地主導）を重視したもので現地の鍼灸師に呼びかけ支援できる
鍼灸師を雇い短期的、中・長期的な支援を行っている。
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先に述べたネガティブリストと呼んでいる3つの中の一つの鍼治療の過誤事例とその
対策、鍼灸の感染症対策に術者・患者・器具の消毒。ライセンス取得鍼灸師はプロフ
ェッショナルであり、 教育を受けた範疇のリスク管理を徹底するという学校レベルで
学んだことをしっかりと行い事故を防ぐこと、そして復興支援として災害で患者や治
療院を失ってしまった鍼灸師にAMDAとして雇った鍼灸師にそのまま被災者を引き継
ぎ支援を継続してもらい、医師との理解、連携の中で保険の同意を元に保険治療に移
行していく流れを作っている。東日本大震災から鍼灸師が積極的に介入しはじめ熊本
地震の際には多くの鍼灸師が支援に参加し過去のデータを残し、今後の災害に備えて
役立つようにしている。

4. 現在の日本鍼灸師会の課題としてコーディネート力（ニーズマッチング）、資金力、
撤収時期を挙げており支援団体との連携、自己負担で行うのか、助成金、寄付金、で
賄えるのか、活動が大きくなると撤収時期の決定が難しくなってくるといった問題が
ある。IT技術はうまく活用されており、活動報告、掲示板や登録システムなどはうま
くまわっている。現在では熊本の現地対策本部、九州ブロックの県師会と連携し活動
を行っている状況である。
総評として、
・どの先生も自身の安全が確保されていない被災地の支援には参加しない事
・専門職としての使命感が強すぎてはいけない
・被災地の地元に迷惑をかけない行動をする事などを口にしていた。
時にはトイレ掃除やフロアの掃除など専門以外が多く求められることのほうが多いが
、中・長期的になってくると我々の資格も生かされ現地の支援により貢献できる。自
分には何ができるのかをよく考え行動することで、今後の支援団体との関係もより良
くなってくる。まず我々がやらなければならないことは、社会福祉協議会やボランテ
ィアセンターなどの支援団体と顔を合わせ、関わりを深め、鍼灸師が会議に参加でき
なければ始まらないので研修等で県、市町村との交流を図ること、リスク管理を徹底
して現地でできることの技術や役割の習得に力を入れなければならない。
この講義で得た知識はいずれ時間を作り、会員の皆様へ還元できればと思っています。

(一社) 日本健康心理学会第２９回大会一般公開シンポジウム開催案内
(一社) 日本健康心理学会第２９回大会の一般公開シンポジウムが岡山大学津島キャンパスで
で開催されますので、ご案内させて頂きます。
メンタルヘルスが壊れる前に適切に予防を行う。現在，我が国において深刻さを増しているメンタ
ルヘルス問題に対して，健康心理学研究の経験と知見を活かしながら，職域・地域・学校におけ
る『一次予防の具体的で実現可能な方策』を示し，メンタルヘルス問題を予防措置の立場で議論
します。
名 称：日本健康心理学会第29回大会 一般公開講演
場 所：岡山大学津島キャンパス 文法経講義棟
岡山市北区津島中3-1-1
参加費：入場無料
興味のある方は
開催日：2016年11月20日（日） 12:30～14:30 26番講義室
参加下さい

[ 講師 ] 竹中晃二 先生（早稲田大学）
[ 講師 ] 島津明人 先生（東京大学）
[ 講師 ] 山田冨美雄 先生（関西福祉科学大学）
[ 講師 ] 嶋田洋徳 先生（早稲田大学）
後援：健康日本21推進全国連絡協議会

後援：全国健康保険協会
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鍼灸師の生涯研修及び資質向上に関する事業

平成28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

<

開催日時：平成28年9月11日（日）10：00〜16：30
場 所：朝日医療大校 講堂
午前の部
若
山
演 者 : 関西医療大学 教授 若山育郎 先生
先
演 題 :「認知症について」
生
午後の部
演 者 :明治東洋医学院専門学校 矢野 忠先生
演 題 : 「超高齢社会に求められる鍼灸師とは」
-認知症予防と認知症に対する鍼灸療法の可能性とその効果について参加者：会員19名、学生10名
合計29名
>

今年度、（公社）岡山県鍼灸師会は、会員に臨床に役立つ技術と知識を学んでいただくため、3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します。
午前の講師は、関西医療大学保健医療学部長で医師でもある若山育郎
教授に「認知症について」をテーマに講演いただきました。認知症に
関する最新情報から、医師目線での認知症に対する考え方や対処法な
ど、分かりやすく解説していただきました。
午後の講師は、毎年お世話になっている明治東洋医学院専門学校教員
養成学科長の矢野忠先生に「超高齢社会に求められる鍼灸師とは」を
テーマに講演いただきました。内容は、日本の高齢化率の現状とそれ
に相応しいこれからの医療の方向性にはじまり、認知症予防と認知症
に対する鍼灸療法の可能性とその効果について講演いただきました。
その中で、ホームドクター制度が注目される今日、古くから鍼灸師は
<矢野先生>
ホームドクター的な役割を担っていた歴史的な背景から、家庭鍼灸師
と銘打って広く公に認知していただくことも必要だと話されました。このような講習会でしっかり勉
強し、総合診療ができる家庭鍼灸師となって活躍の場を増やすことにより、安定した治療院経営に繋
がると締めくくられた。

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。
患者獲得に繋がる有益な講話が予定されていますので、是非参加して下さい。
◆平成28年11月20日（日） 10:00～16:30 会場:朝日医療大学校
10：00～12：00 講師：医療法人社団東風会 歯科医院
ゼネラルマネージャー 西村一仁先生
演題 :「アンガーマネージメント」（仮）
13：00～16：00 講師：杏林堂院長 小川卓良先生
演題：病態生理シリーズ「浮腫」「眩暈」
16：00～質問タイム・講師を囲んで意見交換会
<矢野先生の講義の様子>
◆平成29年1月15日（日）10:00～16:30 会場:朝日医療大学校
10：00～ 講師：ファイナンシャルアライアンス株式会社岡山支店 中村誠治 様
演題 :「鍼灸師賠償責任保険における事故の実際例」（仮）
11：00～ 講師：（公社）岡山県鍼灸師会理事 吉田和彦先生
演題 :「地域包括ケアにおける鍼灸師の役割」（仮）
13：00～ 講師：元明治国際医療大学 鍼灸学部 講師 越智秀樹先生
演題:「変形性膝関節症の鍼灸治療（仮）」
「大学教員から一開業鍼灸師になって感じたこと」
「私の集客方法論」
16：00～質問タイム・講師を囲んで意見交換会
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鍼灸知識の振興及び普及に関する事業

報告者 : 普及部長 高木謙輔
平成28年9月4日（日）6：00～9:00まで、備前岡山京橋朝市会場内で、(公社)日本鍼灸師会
が行っている「お灸フェス2016」いうイベントで当師会は「備前百会灸」体験ブースを開設
しました。現在も日本各地のお寺で、ほうろく灸など様々な瀬戸物の容器でお灸をすえる風
習があります。これを岡山ならではの、備前焼に使用する土を使って、おわん状の容器を作
り、頭のてっぺんにある「百会」というツボを温めます。これを「備前百会灸」として一般
の方に体験して頂きます。「百会」のお灸は、自律神経を調節するので、頭がすっきりして
リラックスできます。その心地よさとお灸ならではの効能を楽しんで頂き、お灸を身近に感
じてもらえればという意図があります。今回の参加スタッフは10名でした。
早朝4：30に現地に集合し、テント設営、その他備品
等の用意開始。日の出時刻まで時間があったため車の
ライトを照らし準備にかかる。
簡単なミーティングを終えた頃から周囲が徐々に明る
くなり、5：30過ぎに１人目の体験者がお越しになり
ました。
会場が割と端のほうでなかなか目につきにくいのか、
初めのほうは客足もパラパラといった感じでしたが、
手の空いている先生が率先して看板を持って宣伝に回
ったり、看板の位置を変え見やすいような工夫をした
おかげでその後は空き時間がないほど足を運んでいた
だきました。
8：30頃に客足が減ってきたのと風が強くなってきた
ので片付けを少しずつ始める。

<体験者を迎える準備が整う>

本会としては、お灸のイベントの経験はほとんどなく
、きっと今後の参考になるものと考える。
施術スタッフが少なく椅子が空いているにも関わら
ず待たせる方が多かったことや、体験者のバインダー
（アンケート用紙）がどこにあるか分からないなどの
問題があった。
施術者一人に一人の補助（火を付ける前の準備と片付
け、タオルの準備とアンケート用紙の管理など）が決
まってペアで行う方がスムーズなのかと思う。
また、希望者には整理券を渡して大体何分後か伝え
待っている間に他を回っていただくようにしたら、時
間の無駄もなくもっと希望者も増えるのかと思う。
体験した方にはみなさん喜んで頂き企画としては、と
てもよかったと思います。

<台風の接近で風が強かったが、
ゆったり流れる旭川を眺めながらリラックス>

このような出店が集まる会場で、スタッフが多かった
にもかかわらず全員がまんべんなく休憩が取れ、朝市
自体を楽しめたのかどうか？などが気になりました。
<参加スタッフ>
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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28年9月29日（木）13：30～15：30
場
所：岡山国際交流センター 7階 多目的ホール
スタッフ：会員6名（介護予防運動指導員3名）、学生1名、合計7名
参 加 者：24名
一般市民を対象とした介護予防の講座を今年度も開催致しました。
今回は、より若い方にも参加して頂くため、「介護」という文字を使わず、講座名を「い
きいき元気講座」としました。内容についても、「歳には勝てる、生涯現役！」、「知って
防げる認知症！」、「東洋医学で元気、健康のツボ！」と3つをテーマに、参加者を募集し
ました。また、岡山市の後援も頂いた他、今年度より登録されている「桃太郎のまち健康推
進応援団」のロゴ使用許可を得てチラシを作成しました。結果、昨年度は、参加者のほとん
どが、施術所の患者であったのに対し、今年度は、参加者の8割以上が鍼灸経験のない方。
また、昨年は参加者のほとんどが後期高齢者であったのに対し、今年度は、60歳代の参加者
が多く、昨年より約10歳、参加者の平均年齢を下げることに成功しました。
講座の内容は昨年と同様、老年症候群についての
講話、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、ツボを使ったセルフケアにつ
いての実技を行いましたが、今回は、石部春子先生
にも、認知症の予防についての講演をして頂き、参
加者に充実した内容を提供できたのではないかと思
います。
2時間の講座でしたが、講話中は、問いかけに対
する参加者の反応も良く、実技にも熱心に取り組ん
で頂き、質問も多く頂くことができました。また、
講座終了後には、参加者から、笑顔で「参加して
本当に良かった」という感想もありました。
<転倒予防の運動の様子>
今回、ご協力頂いた先生からの反省点として、ご意見
いただきました。
・会場までの案内、入口に垂れ幕などがもう少しあっ
たほうが良かった。
・実技では見えない方もいたので、椅子の配置に工夫
が必要。
・早く来られた方のために待ち時間にBGMを流すな
ど、あれば良い。
・もう少し運動を繰り返し行い、運動をその場で覚え
て頂くようにしたほうが良い。
・鍼灸の普及要素が少し強くなってしまい、参加者に
<石部先生の講演の様子>
誤解を招く可能性がある。
ご協力、また、貴重なご意見を頂きありがとうございました。今後の課題としたいと思いま
す。
高齢化社会が進む中で、日頃から未病治、予防医学として、アプローチを行っている私た
ち鍼灸師こそ介護予防に最も大きく関わっていくべき職種だと思います。
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べく、今後も続けて頑張
っていきたいと思います。
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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
親子スキンタッチボランティア参加のお願い
報告者 : 青年部長 福 原 隆 行

例年参加しております、わくわく子ども祭りin岡山ドームにて、今年も親子スキンタッチ教室のブ
ースを開設致します。毎年18,000人が来場するにぎやかな子育てイベントです。小児鍼をもとに鍼
灸の普及を目的として親子スキンタッチ教室をしますので、ぜひスタッフとしてご協力頂けますよう
ご案内致します。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や学生さんも
大変勉強になると思いますので、安心してご参加ください。
午前、午後のみの参加でもかまいません。多くのご参加を
お待ちしております！
<募集要項>
催 事 名： わくわく子ども祭りin岡山ドーム
開催日時： 平成28年11月６日(日) 10:００～１5:00
場
所： 岡山ドーム 岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1
集合時間： 午前8時半までに岡山ドーム内親子スキンタッチ教室ブースに集合
準 備 物： 服装は黄色のＴシャツを用意していますので、その下に着る長袖Ｔシャツ綿のパンツ、
スニーカーといった子どもが安心する格好でお願いします。
※昼食はこちらでご用意致します。
☆準備の都合上、10月20日までに福原までお申し込みください。
申込・お問い合わせ・・・
連絡先：０９０－３６３６－１７３７(福原)
E-mail：fuqhara@yahoo.co.jp

第2回おかやまマラソンケアステーション準備着々進行中！
報告者 : (公社)岡山県鍼灸師会会長 内田 輝和

<

第2回おかやまマラソンケアステーションの準備が着々と進んでいます。
このケアステーションの運営は県下の業団【（公社）岡山県柔道整復師会・（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）岡山県鍼灸師会】が力を合わせ大会の成功に一丸となり準備に追わ
れています。
第1回のケアステーションは初めての事もあり行き届かなったことが多々ありましたが今回は前回の問題点
を改善し大会実行委員会との打ち合わせを度々重ねての対応となっております。
・ケアステーションの設営準備は金曜日より始まり土曜日は選手エントリー時間（7:00～19:00）に合わせての
対応を検討中。
・テントの配置は実行委員会との話し合いでケアテント裏にスタッフ控え及びスッフ持ち物、備品用にテントを
張る。
・今年は専用ビブスの着用。
・大会参加選手への配布資料は「前日からの水分補給などについて」の
4団体の記名資料を配布資料に同封してもらうよう依頼中。
専
・当日の学生が参加するにあたり、当日だけでなく事前に自分たち
用
でランナーに向けてのパンフレットを作成し山口先生等がチェックし、当日
ビ
資格者の指導のもと配布と説を行うなど検討中。
ブ
・視覚障害の先生方にはベッドを決めその範囲で動いてもらい、その範囲に
ス
学生ボランティアの配備を検討中。
・カルテの見直しを作業中。

>

その他、色々な問題点について最終調整を行っている最中です。詳細が決まりましたら改めて報告
いたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
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耳より話

マラソンイベントへの
ケアボランティア参加報告
<大会のパンフレット>
報告者 : (公社)岡山県鍼灸師会会員 三村 晃慶
去る4月23日（土）に開催された「備中高梁・歴史街道ウル
トラマラニック」というランニングイベントでケアボランティア
をしてきましたので、簡単ですが報告いたします。

この大会は今年で7回目となる大会です。昨年と一昨年は
選手として参加しましたが、主催者の方と懇意にしている関
係もあり今年はボランティアとして参加してきました。せっか
<受付の様子>
くなので屋号もつけようということで「めぐな」という名前を付
けました。思った以上に好評で、県外からの参加者に意味を説明する地元民もいてちょっとした交流
の場になっていました。
マラニックという言葉は聞き馴染みがないかもしれませんが、マラソンとピクニックを一緒にしたもの
で、交通ルールを守り、タイムを競わず、思い思いのペースで、自然や風景を楽しみながら走ります
。記録計測や表彰などはありません。コースは63ｋｍと80ｋｍ2つで、遠くは埼玉や熊本からも参加が
あり、全部で約160名の参加でした。
フルマラソンよりはるかに長く、朝７時に高梁市体育館をスタートしてそれぞれのペースで吹屋ふるさと
村を目指します。制限時間は11時間30分です。だいたい5ｋｍごとに給水と給食のエイドステーション
があります。このエイドステーションではその地区の町内会の方が用意したお寿司やおにぎり、シシ汁
、ぜんざいなどが振舞われます。食べることも楽しみな大会です。
私たちは、20ｋｍと40ｋｍのエイドステーションとゴール地点のラフォーレ吹屋で活動しました。
コースが折り返しのため20ｋｍと40ｋｍ地点は同じ場所になります。ここではベッドを2台用意して、9：
00～15：00までの間に33名（うち3名は地元の方）の施術をしました。利用者の多くは足や腰の痛みを
訴えていましたが、スパッツをはいた方が多く脚への鍼施術は難かしく、マッサージ施術が多くなりまし
た。足首捻挫や痙攣に対してはアイシングやテーピングでの対応も行いました。
その後、ゴール地点のラフォーレ吹屋に移動し15：30～19：00まで、27人の施術をしました。入浴後に
来ていただくようにしたので鍼施術もしやすく、鍼が初めての方も多くいらっしゃいました。「鍼は興味が
あって体験してみたかった」という方や、「最初は怖かったけど全然痛くないし、辛かったところがすごく
楽になった」と感激してくださる方もいました。
今回、初めてケアボランティアとして参加しましたが、記録を取
らず順位も競わないという大会の性質もあってか、選手や地元
の方と話をする時間もありゆったりとした気持ちで施術ができま
した。また、普段なかなか鍼施術を受ける機会がない方に対し
ても鍼施術の効果や特性を知っていただくことができたのでは
ないかと思いました。
また来年からも継続し、このケアボランティアが定着していけば
いいなと思っています。
<ケアの様子>

会員の皆様も各自でスポーツトレーナー活動や普及活動をされていることと思います。
是非その活動の様子を会報誌にて報告ください。原稿をお待ちしています。
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編集後記
★今年は9月に入ってから台風が立て続けに日本に近づき、雨の日が多く蒸し暑い日が続き、
気持ちの良い日が少なかったですね。夏の疲れも出て少々気分が落ち込んでいたところ、10月に
入ったとたん、庭の金木犀が良い香りを漂わせ始めました。河川敷を見ると彼岸花も咲いている
ではありませんか?誰に教わったわけでもないのに植物は自分の仕事をきちんとこなしているの
ですね。大袈裟ですが、季節の移り変わりの瞬間を感じました。
市村由美子
★10月に入り、ようやく秋を感じさせる風が吹きはじめ、日中も過ごしやすくなりました。気候がよ
くなるに合わせ、私の食欲が暴走をし始めているようです。会報誌の編集作業中、ダメだダメだと
思いつつ・・・甘いものをたくさん食べてしまっています。食欲の秋を満喫中？？？です。
山口大輔

発 行 （公社）岡山県鍼灸師会
発行者 内田 輝和
編集長 貞廣 隆司
編集委員 市村由美子 山口大輔
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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温熱導子付

弊社は健康で豊かな生活を応援します!!
【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
* 輸入中国製鍼
* 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
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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～ひとりでできるツボ養生法 その1～

情報提供 : (公社)岡山県鍼灸師会監事 石部 春子
介護福祉部長 吉田 和彦
ツボ養生法のイラスト 槇野加奈子
みなさんは、「最近物忘れが多くなった」とか、テレビを見ながら「この女優さん誰だっけ? 」と人の名前が出てこ
ないことはないでしょうか。何かの拍子に「あっ!あの人だ!」とひらめくことができれば安心です。
今回は単なる物忘れなのか、認知症なのかの簡単な目安をお知らせいたします。あわせて、認知症予防のた
めの食生活、脳の血流を良くする効果のある【つぼ】をお教えいたしましょう。是非、毎日の生活で役立ててくだ
さい。
認知症とは、「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が、慢性的に減退・消失することで、日常生活・
社会生活を営めない状態」のことをいいます。今後、「がん」と「心臓病」は減っていきますが、「認知症」は増え
るだろうと言われています。
認知症は、アルツハイマー病が有名ですが、これは認知症全体の60%を占めます。他には脳血管性認知症
、レビー小体型認知症、怒りっぽくなるなど人格や性格が極端に変わってしまうような変化の起きる「ピック病」
などがあります。
次に、生理的な物忘れと病的な物忘れの違いについてみてみましょう。
★生理的な物忘れ
★病的な物忘れ
体験の一部を忘れる
全体を忘れる
進行しない
進行する
失見当識なし
失見当識あり
自覚あり
自覚なし
生活に支障なし
生活に支障あり
◆原因となる病気を治療することで治る認知症もありますので、もしかしたらと思ったら、早めに専門の医療機
関を受診しましょう。
認知症を予防するには生活習慣が重要です。まず、食習慣です。魚・野菜・果物・赤ワインなどを摂りましょう。
次に運動の習慣です。できれば週3日以上の有酸素運動を行いましょう。また、人と良くお付き合いしておしゃ
べりをしましょう。文章を書いたり、本を読んだり、ゲームをするのもよいでしょう。睡眠に関しては、起床後2時
間以内に太陽の光を浴びると良いでしょう。また、30分未満の昼寝を行う習慣があると、アルツハイマー病の
発症が5分の一程度に下がるとのことです。

【ツボ養生法】
脳の血流量を増やす効果のあるツボとして、合谷(ごうこく)と手三里を紹介します。手のツボの
刺激は、顔面の血流量も上げる効果があります。手のツボはいつでもどこでも刺激することが
できますので、是非覚えてくださいね。
合谷…手の親指と人差し指の付け根の間の
くぼんでいるところ、やや人差し指寄
手三里…腕の外側、肘の曲がり角から下へ約4cm
の所にあるツボ

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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