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ご 挨 拶 
社団法人 福島県鍼灸師会 会長 高橋 秀行 

 

 
 

 会員の皆様、平素は本会の諸事業にご理

解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

平成１５年度は、第 3 回専門領域研修制度

講習会「婦人科疾患」の後期にあたり、11

月16日で修了することができました。 

 受講者の皆様、役員の皆様ご苦労さまで

した。受講感想は、如何だったでしょうか。

第４回に向けまして、希望講座がありまし

たらば、担当者に申し入れてくださるよう

お願いいたします。 

 平成１５年秋に、政府が発表した世論調

査では、日常生活で悩みや不安を感じてい

る人が６７、２％と、国民３人に２人以上

をしめています。 

１番目が老後の不安、２番目が健康の不

安、３番目が収入の不安です。一人一人が、

心すべき時となりました。 

 ２１世紀は、人類が今まで歩んできた歴

史の反省に立ち、人類の叡智を結集して、

「全世界の人々にとって、真の平和と、真

の幸福をもたらすものでなければならな

い。」といわれます。 

 １９７３年、中国長沙馬王推３号漢墓か

ら出土した資料から、「まず経絡ありき」、

という新しい発見があり、初期の経絡が新

出土資料として脚光を浴びました。 

「見えざる実在の力」、「形がないがはたら

きがある」、と称される「気」を基調におい 

 

て「経絡・経穴理論」を展開し、更に厖大 

な鍼灸理論を構築している古典鍼灸医学は

別名「気の哲学」、「気の医学」とも称され

ます。経絡の存在や、気をめぐらす、気血

をめぐらす、ということを分かりやすく解

説した入門書に、「正経奇経統合理論とその

臨床」（山下詢著：医歯薬出版社刊）があり

ます。関心ある方は、ご一読してみてくだ

さい。その真実性に目の前が、輝いてくる

ものと思います。 

「実在しているが見えない気」、「はたら

きがあるが形のない気」の存在を認識する

一方法に、次のような方法もあります。 

 世紀の哲人と称される中村天風哲人（財

団法人天風会創設者）の教え、即ち、①肩

の力を抜き、②臍下丹田に心を集中させ、 
③尻を締める。いわゆる、「クンバハカ体勢」

で、呼吸を整え、心を鎮める、という静か

な心身の調和を図り、坐禅＝瞑想＝自然と

一体の時間を味わってみてください。 
 このような姿勢が、東洋の先哲偉人が日

夜求めた真理を追試し、検証するものにつ

ながって行くのではないかと思います。そ

して、これらのことが今後進むであろう医

療改革の中でも、「食える開業鍼灸師として

生き残れる」、方向性を示しているのではな

いかと思います。 

 むすびに、皆様のご健康とご多幸を祈念

いたします。 
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第３回専門領域研修制度実施報告 
社団法人 福島県鍼灸師会 学術部長 安斎 昌弘 

 

 
 

本会では第３回専門領域研修（婦人科疾患）

の実施にあたり、受講者を募集した結果３０名

（３７．５％）の申し込みがありました。 
鍼灸院来院患者の７割強が女性患者である現

状から、専門領域研修受講者以外の会員にも婦

人科疾患について再度見識を深め臨床に生かし

ていただければ深甚と、平成１４年・１５年度

の福鍼会定期学術講習会を兼ねて、１４年８月

４日の開講式に東洋鍼灸専門学校校長（医師）

石野尚吾先生をお迎えし、スタートした事はご

承知の通りであります。 

 
 そして１１月１６日に、１５年度冬季学術講

習会兼専門領域研修を県立三春病院産婦人科診

療部長（医師）宗像正寛先生をお迎えし、最後

の講義を実施する運びとなりました。 
 また、この期間中次項のカリキュラムのとお

り、福島県立医科大学、星総合病院、赤門鍼灸

柔専門学校、国際メディカルテクノロジー専門

学校をはじめとする医師・教職員など著名講師 
 

 
陣による非常に内容濃い講習会を行うことがで 
きました。このことに対し感謝を申し上げます。 
また２年にわたる長期の講習会を会員各位の

支援により運営実行できました事を、紙面を借

り厚くお礼申し上げます。 
他に学術部では関連事業として日鍼会鍼灸臨

床指導者講習会へ受講者を派遣いたしておりま

す《臨床経験３年以上の方で受講希望の方は学

術部まで問い合わせください》。 
また受講修了者は東北鍼灸学術大会に於いて 

研究発表も努めて頂きますが、その際には本会 
規定の助成金を支給いたします。 

 
鍼灸治療が一般化し、医療の一角を担う立場

となった現在では学術の向上のほかに、医療事

故などに対する危機管理意識も大切になってき

ます。学術部では他部と連携し定期講習会や会

報を通じて、会員のみなさんの鍼灸臨床の安全

性について常に真摯に取り組んでおります。会

員みなさんも臨床時の気配りを常にお願いいた

します。 
今後も学術部では定期講習会や会報を通じ、

会員の皆さんとの共通認識の拡大と学術の向上

をはかり、ボランティア活動の実施、また、後

継者育成の場として鍼灸学校学生のみなさんに

も参加の呼びかけをいたします。会員のみなさ

んの望む魅力ある講習会を実施して行きたいと

思いますので、要望を学術部までお願いいたし

ます。 
 



- 4 - 

 
平成１４年度 社団法人 福島県鍼灸師会 第３回専門領域研修制度（婦人科疾患）カリキュラム（前期） 

 

開催期日及び会場 １０時００分 ～ 

１１時００分 

１１時１５分 ～ 

１２時１５分 

１３時００分 ～ 

１４時３０分 

１４時４５分 ～ 

１６時１５分 

平成１４年 ８月 ４日 

（兼、夏季学術講習会） 

郡山市労働福祉会館 

開講式 

健康診断を受けましょ

う 

役に立つ健康診断結果

の見方 

婦人科疾患の鍼灸治療 婦人科疾患の鍼灸治療 

星総合病院副院長 

医師 

木島幹博先生 

星総合病院健診室 

保健師 

猪腰江美子 先生 

東洋鍼灸専門学校 校長 

医師 

石野尚吾 先生 

東洋鍼灸専門学校 校長 

医師 

石野尚吾 先生 

平成１４年 ９月２９日 

ビックパレットふくしま 

妊婦のケアについて 鍼灸が及ぼす基礎体温

への影響 

不妊症の鍼灸治療 不妊症の鍼灸治療 

公立岩瀬病院産婦人科 

助産師 

鈴木千保 先生 

福島県鍼灸師会 

鍼灸臨床研修指導者 

中沢良平 

山形県鍼灸師会 

 

成沢美千子 先生 

山形県鍼灸師会 

 

成沢美千子 先生 

平成１４年１１月１７日 

国際メディカルテクノロ

ジー専門学校 

乳がん検診・マンモグ

ラフィー 

骨粗鬆症の予防法 婦人の生理・病理 婦人の生理・病理 

星総合病院 外科 

医師 

野水 整 先生 

星総合病院 整形外科

医師 

川前恵一 先生 

赤門鍼灸柔整専門学校 

講師 

川嶋和義 先生 

赤門鍼灸柔整専門学校

講師 

川嶋和義 先生 

平成１４年１２月１５日

（兼、冬季学術講習会） 

国際メディカルテクノロ

ジー専門学校 

楽しくダイエット 

 

不眠とストレスマネー

ジメント 

外陰炎 性器感染 子宮脱 

星総合病院 健診室 

保健師 

猪腰江美子 先生 

星総合病院 精神科 

医師 

小野常夫 先生 

赤門鍼灸柔整専門学校 

講師 

佐藤英子 先生 

赤門鍼灸柔整専門学校 

講師 

佐藤英子 先生 

 

平成１５年度 社団法人 福島県鍼灸師会 第３回 専門領域研修制度 婦人科疾患講習会カリキュラム（後期） 

 

平成１５年 ４月２７日 

（兼、春季学術講習会） 

ビックパレットふくしま 

社団法人 

福島県鍼灸師会 

平成１５年度通常総会 

社団法人 

福島県鍼灸師会 

平成１５年度通常総会 

小中高生のための性教

育 

各種病気別栄養教室 

星総合病院 

助産師 

佐久間恵子 先生 

星総合病院 

管理栄養士 

五十嵐京子 先生 

平成１５年 ８月 ３日 

（兼、夏季学術講習会） 

ビックアイ 

婦人科産科総論 

 

産科各論 月経困難症に対する鍼

灸治療 

子宮筋腫に対する鍼灸

治療 

マリアクリニック院長 

医師 

今田かおる 先生 

マリアクリニック院長 

医師 

今田かおる 先生 

日本鍼灸理療専門学校 

講師 

遠藤美咲 先生 

日本鍼灸理療専門学校 

講師 

遠藤美咲 先生 

平成１５年 ９月２８日 

 

郡山市民文化センター 

正常妊娠 

 

正常分娩 婦人科の主要疾患に対

する鍼灸治療 

婦人科の主要疾患に対

する鍼灸治療 

マリアクリニック院長 

 

医師 

今田かおる 先生 

マリアクリニック院長 

 

医師 

今田かおる 先生 

国際メディカルテクノ

ロジー専門学校鍼灸科 

講師 

佐々木建彦 

国際メディカルテクノ

ロジー専門学校鍼灸科 

講師 

佐々木建彦 

平成１５年１１月１６日 

（兼、冬季学術講習会） 

ビックパレットふくしま 

 

閉講式 

正常産褥 

 

胎児・新生児 産科の主要疾患に対す

る鍼灸治療 

産科の主要疾患に対す

る鍼灸治療 

県立三春病院 

産婦人科 医師 

宗像正寛 先生 

県立三春病院 

産婦人科 医師 

宗像正寛 先生 

神奈川衛生学園 

講師 

清水秀浩 

神奈川衛生学園 

講師 

清水秀浩 

 

社団法人 福島県鍼灸師会 第３回 専門領域研修制度 婦人科 
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第３回専門領域研修制度講習会に参加して 
樫村 由美子 

 

 
 

 専門領域研修は、今回で三領域目になりまし

たが、どの領域の時も、なぜか不思議に私自身

にとって、非常にタイムリーな受講となりまし

た。スポーツ傷害の時は、アキレス腱断裂の受

傷と重なりました。 
老年医学受講中は、目が不自由になってしま

った義母のお世話をしながらの生活でした。 
そして今回は、更年期にさしかかり、体調不

安定・・・というように、実に現実味のある、

納得しながらの受講ばかりで、次は何？と、ち

ょっと心配している次第です。今回の研修では、

病気に限定されず、生命の発現の神秘から、誕

生・成長・老化と、通常誰もが必ず通る過程を、

あらためて勉強することができました。 

 
身体の変化を熟知・理解することは、婦人科

に限らず重要なことであると思います。男女同

権云々と言われる社会となってきている昨今で

はありますが、女性であるが故の身体や環境の

変化により、足踏みしたり、後退したりするこ 
 

とが多いのが現実だと思います。 
女性の心身特有の苦痛を軽減する手助けをし、

女性として生まれて育った喜びと誇りをもちつ

づけられる人生の一助となれれば嬉しく思いま

す。また、特に私は同性として苦痛を共感し得

るので、女性であることを武器にした仕事がで

きるようになりたいと思っています。 
今回は、助産士・医師・栄養士・鍼灸師の各

分野においてご活躍されている女性に多くお目

にかかることができ、大変刺激を受けました。 
特に、マリアクリニックの今田先生のパワフ 

ルで心細やかなご活躍ぶりには感動しました。 

 
私も、地域の女性からもっと頼られる存在に

なれるよう、勉強を重ねなければと思います。 
また、同じ立場である福鍼会の先生方からも

ご講義をいただき、お忙しい中でのご準備・ご

配慮に対し、感謝申し上げます。 
最近の研修会には、学生さんも多数参加され

ています。競争心に乏しい私ですが、最新の勉

強を集中して行っている彼らには負けたくない

という思いもあり、今後も機会を有効に活用さ

せていただきたいと思っています。 
お世話いただいた先生方、ありがとうござい

ました。 
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第３回専門領域研修制度講習会に参加して 
矢吹 淳 

 

 
 

 私は 去年福島県鍼灸師会に入会しました。 
福島県立盲学校で鍼灸・あん摩マッサージ指

圧を取得した後、現在は盲学校で講師をしてい

ます。 
鍼灸・医学的な知識、臨床経験に乏しい私の

スキルアップになればと思い福島県鍼灸師会に

入会しました。 
 入会してすぐ専門領域の研修会の話を伺いま

した。第一回目はスポーツ障害、第二回目は老

年医学、そして今回は婦人科疾患。鍼灸がよく

奏効する運動器疾患というより、今後の鍼灸の

可能性にチャレンジしたテーマのように感じと

ても興味を引きました。  
 専門領域研修会は、午前は医師や保健師、助

産師、管理栄養士など西洋医学的な立場から、

午後は鍼灸師の講師陣を中心に東洋医学的な立

場から進められました。 

 
 

最近では、鍼灸が医療として確立していくた

めの試みが始まってきています。その中で東洋 
医学だけに偏った考え方では医療として確立し

ていけない。 
今回の研修会のように東洋医学的な考え方に

偏った研修会ではなく、西洋医学・東洋医学両

方の立場から病態を理解する考え方が医療とし

て確立していくことにつながるのだと思います。 
また、研修会を通し医師やそのほかの医療従

事者の方とネットワークが確立しより良い医療

が可能になると思います。 
 鍼灸を志す人たちが増える一方で、社会は今 
不景気です。 
こんな時代にも安心して鍼灸を利用する人た

ちが増え、多くの医療従事者から鍼灸が医療と

して認められるためには幅広い知識や技術、経

験が必要であると考えます。 

 
今回の研修会を通し鍼灸の可能性と医療とし

ての鍼灸の確立を学びました。 
今後このような研修会が盛んに行われ多くの

鍼灸師のスキルアップにつながっていけばと思

います。 
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第３７回日青全国集会inふくしまを振り返って 

大会実行委員長 福島県鍼灸師会組織部長 三瓶真一 
 

 
 

 （社）日本鍼灸師会でもっとも伝統があり、

全国レベルの行事である青年部全国集会が、平

成１２年８月２６日・２７日の二日間にわたり

郡山市で開催されました。 
全国レベルの大会を当県師会青年部、東北ブ

ロック青年部が担当してこのような全国集会を

開催したことは、後の師会行事などの運営など

への大きな原動力となり、今ここで振り返って

みたいと思います。 
 大会開催の打診をされたのは全国集会当日の

２年前、７月の東北青年部集会青森大会（八戸）

の会場でした。私はその年の５月に青年部長に

なったばかりで、青年部の存在意義とか、どの

ようにして部長として活動するか全くわからず、

なるようになると半ば開き直っていました。 
最初の行事である青森の東北青年部集会に行

き、突然全国集会福島大会の開催の打診をされ

ました。 
大会の準備を始めるにあたって、まず最初に

始めたのは大会事務局の編成でした。大会事務

局には、これまでの青年部活動で豊富な経験を

持つ中沢・佐藤の両先生にお願いしたところ、 
幸いにも快く引き受けいただきました。 
当会の青年部員は４０歳までの師会会員が該

当し、当時２０名いました。 
東北の片田舎である福島で、いかに参加者を

集められるか？昨年行われた神奈川大会に負け

ないくらいの大会に出来るか、そのようなこと 
 

を２年も前から連日事務局で話し合いました。 
２年前の山梨大会ではスポーツ鍼灸を、１年

前の神奈川大会では痛みに関するテーマについ

て行い、どちらも大変内容の濃い大会でした。 
このような過去の大会に負けぬよう、また全

国規模の大会であるがゆえ、ふだん聴くこと・

見ることの出来ない著名な講師を招聘し、自分

たち開催者側も学んでみようと思いました。大

会は通常土・日の二日にわたって行われますの

で、いっそのこと有名流派の代表による鍼灸の

実技の披露と、経営法の特別講演という路線で

行うことにしました。実技の方では、昨年の神

奈川大会で講義された長野式研究会の村上先生、

北辰会の藤本先生、大八木先生の両先生、経絡

治療では、経絡治療学会の東北を代表する樋口

先生にお願決定し、特別講演は医療経営の一流

コンサルタントである（株）川原総合経営セン

ターの佐藤勝浩部長、また不適応疾患から学ぶ

という観点で、（社）全日本鍼灸学会理事の川嶋

和義先生（宮城）に決定し、２枚看板での大会

二日目を企画しました。 
こうして大会１年前から講師招聘の交渉を始

めました。あらゆるつてをつかって先生方にご

講演のお願いを始めましたが、それぞれの先生

とも、自分の弟子や子に教えるような感覚であ

ったのか、また今回で３７回を数える日鍼会で

も伝統ある大会とあってか、交渉は非常にスム

ーズに運ぶことができ、あらためて今準備して

いる大会に対する責任の大きさが伺われました。 
 このとき同時に、福島県と郡山市に後援と開

催助成金の申請をはじめ、また過去の大会デー

タを検討しおおよその参加者数を把握して、会

場の選定と会場費・宿泊料などの交渉を始めま

した。会場は郡山ビューホテルアネックスへ決

定し、青年部の行事にはもったいないほどのと

ころではありますが、会場の下見などをする頃

にはこれから開催する大会に臨んで、軽い感動

すら感じたのを覚えています。 
  
年末から年始にかけては、日常の診療が終わっ
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た夜から電話、電子メールを駆使した在宅での

会議を行い、２月からは協賛業者様への案内書

発送。また日鍼報へ掲載する案内・ポスターを

作成し、今思えば夜も昼もないような毎日であ

ったと覚えています。 
６月から参加申し込みを開始しましたが、こ

れが全然と言っていいほど申し込みがありませ

ん。福鍼会でのメーリングリストに投稿された、

当時大会財務担当の佐藤（今）先生の申込状況

を知らせるメールを読むと、当時の逼迫した緊

張感が今でもよみがえってきます。大会での講

演、実技などの企画の方がだいたい煮詰まって

きて、ほかに福島らしい企画ということで参加

者が会場にいながらにして福島を感じ取れる、

県内の名勝などをスライドショーにして見せた

らどうかという企画が持ち上がりました。 
これは『ふくしま百景』と称して大会二日目

に行うことになりました。 
県内の会員は、それこそ会津・中通り・浜通

りにいましたし、各先生方にご当地自慢の名勝

の絵はがきや写真などを集めてもらい、梅雨の

蒸し暑い夜、佐藤先生と一緒に自宅のスキャナ

を使ってデジタル化しました。 
観光の名所の多い福島県に来ても、参加者は

大会会場から出られることはないので、せめて

も会場に居ながらにして福島を感じてもらおう

という企画でした。大会実行委員のそれぞれ持

ち寄った写真から、大会へ参加してくださる参

加者への思いやりでもあるようでした。日鍼会

青年部会執行委員会での大会準備の報告や日鍼

報へ掲載された大会の案内などから、８月に入

ると参加申し込みも急に増えだし、申込数は２

００名を超えました。 
申し込みが２００名を越えたら、実行委員会

で暑気払い兼前祝いをやろうと言うことになり、

一夜だけすべてを忘れて馬鹿騒ぎもしました。

大会の準備もあらかた済んでこれから大会当日

を指折り数えて迎える心境が、実行委員の間に

感じ取れました。 
実技披露について回るビデオ撮影のリハーサル、

ふくしま百景のナレーション合わせなどを行い 
 
ながら大会の資料の袋詰めは大会開催１週間前

の作業となり、いよいよ大会当日を迎えます。

福島大会は、あとで知ったことですが正確には

日鍼会青年部創立３０周年の年となり、西暦で

は２０００年の開催。 
また、大会抄録は点字のものを初めて用意し、

大会参加申し込みの郵便振替用紙は初の日鍼報

への綴じ込み、正式な来賓ではないのですが、

全鍼師会の青年局長を初めて招待する全国集会

という、まさに記念すべき大会でした。 
 参加者は２４７名となり、過去の大会では前

年の神奈川大会の２５１名にわずかながら及ば

ないものの、歴代で２位の参加数になりました。

大会の進行はきわめてスムーズに運び、予想通

り内容は好評だったようです。実技はもちろん

のこと、経営コンサルタントの佐藤先生は、福

島大会が縁で、富山県鍼灸マッサージ師会、山

梨県鍼灸師会でも講演をされたとのことでした。

豪華な会場、開示で使われた巨大スクリーンと

液晶プロジェクタ、また開催準備に役立った電

子メールなどのツールは、その後開催される京

都、長崎、富山大会に先駆けて福島大会から使

われ、福島という土地柄は IT や電子機器に強

いという印象を日鍼会会員に与えたようです。

また昼夜をたがわず集まって準備された青年部

員を中心とした実行委員には、大会後には心地

よい疲れと一つのことに向かって夢中になった

絆のようなものが生まれ、その後の師会の行事

には、大変良い経験になったと思っています。 
 福島大会で作成した抄録はＣＤにコピーされ、

その後の京都、長崎、富山大会でテンプレート

として使われました。また福島大会の進捗状況

は、日鍼会青年部全国集会標準タイムスケジュ

ールとして青年部ホームページで公開され、Ｃ

Ｄに収録された抄録データとともに今年の香川

大会実行委員長の横山先生に手渡されました。 
 このことは３年前の福鍼会青年部員の熱い想

いが、まるで永遠であることを象徴するかのよ

う感じています。 
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随想  昨今の鍼灸保険事情に想う 
社団法人 福島県鍼灸師会 元保険部長 斉藤 俊介 
 

 
 

編集部よりせっかくの機会を与えて頂いたの

で、鍼灸保険について最近感じていることをざ

っくばらんに述べてみたいと想います。 
私が福鍼会に入会したのは１９７９年ですか

ら今から２４年ほど前のことになります。 
当時は保険を取り扱う先生もほとんどなく、

申請用紙の様式も保険者ごとにまちまちで、被

保険者が在住する町の市役所や町村役場に取り

に行かねばならず、また民法上の委任も認めら

れておらず、全て償還払いで取り扱わざるを得

ませんでした。 

 
現在ではそのような不便も解消し、さらに医

療先行を心配する必要もなく、昨年からは回数

制限と期間制限も撤廃され、取り扱い環境はか

なり良くなっております。 
しかし、依然として多くの先生に保険治療へ

の一歩をためらわせている問題点があることも

確かです。 
 
 

それは同意書であり併給制限であり、 
また受領委任の団体協定の問題です。 
このうち同意書については一度発行して頂け

れば理論上は病気が治るまで使えますし、団体

協定はなんとしても必要ですが、法制上は単に

民法６４３条を書面で再確認しているだけのも

のですから民法上の委任でも当面は問題ありま

せん。 
しかし併給については、これを理由とする不

支給が繰り返し発生しており、鍼灸師にとって

も患者にとっても大きな問題です。 
不支給が発生すると施術者と患者との信頼関

係が損なわれることもありますし、そのことが 
治療成績にも影響を与えます。 
このことで永らく不思議に感じていることが

あります。 
それは同じ厚生労働省管轄なのに労災保険は

併給が可能であるばかりでなく「東洋医学でも

西洋医学でもとにかく速やかに労働者を生産現

場に復帰させる」ことを目的に、かえって併給

が優遇される状況にあります。 
同一省庁管轄の保険なのに何故これほどまで

に扱いが違うのでしょうか。 
うがった見方をすれば「生産性に貢献できる

人間は価値があるので早く直す必要があるがそ

うでない人間はあまり大事ではない」と考えた

くもなってしまいます。 
厚生労働省には官の論理ではなく国民の利益

を一番に考えてほしいものです。 
なんと言っても東西医学が協力して患者の治

療に当たるのが最良だとおもいますから。 
一昨年だったと思いますが「鍼灸マッサージ

を考える国会議員の会」所属国会議員の「業界

の要望項目のうち併給問題が一番理解を得やす

いので早速実現に努力しましょう」との発言に

対して、日鍼会前会長が「他の項目が全て実現

してからでないと鍼灸師に不利になるので単独

での実現は困ります」と断っています。 
 
病院との競合で開業鍼灸師がたちいかなくな
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るとの心配からの発言と伺いましたが、これは

私には今もって全く理解できないことです。 
健康保険の将来についてはいくつかの団体か

ら提言がなされています。 
このうち日本医師会の「２０１５年のグラン

ドデザイン」（２０００年）の中で鍼灸は「差額

ベッド」「遺伝子治療など先端医療」「体外受精」

などと並んで自立投資の対象となっています。 
これは療養担当規則により現在保健医療機関

で不可能な混合診療（保険診療と自由診療を同

一医療機関で平行して行う）を可能にしようと

いうものです。 
それは鍼灸が療養費の支給という形での公的

保険からはずれるということをも意味していま

す。また、２００１年５月に発表された経済同

友会医療保険制度研究会の提言の中で鍼灸は

「科学的効果の立証が困難」なものの１つとし

て取り上げられ、公的保険からはずして患者の

選択に委ねるべきとの考え方が提唱されていま

す。これは日本医師会が提唱する「自立投資」

と同じ考えであるとも説明されています。 

 
患者の選択とは、すなわち公的財源ではなく

私的財源、つまり自費、貯蓄、または民間医療

保険など自助努力で費用をまかなうと言うこと

です。 
この提言の中では民間医療保険が公的保険に

代わりうるものとして積極的に取り上げられて

おりますが、もちろんこれは公的保険と異なり

国民の基本的健康を保証するものではなく、そ

の商品を買う（保険料を支払う）余裕がある人 
 

を保証するものであります。 

言い方を変えれば「国民の命と健康の平等」

という考えから出発した国民皆保険としての健

康保険制度とは性格を異にするビジネス商品で

あり、公的保険の代わりにはなりません。 
こうしてみてみると厚生労働省が検討を否定

しているものの「公的保険の枠組みを維持する」

という大義名分の下に鍼灸が公的保険から排除

される萌芽は少なからずあるわけで、注意深く

見守っていく必要があるでしょう。 

 
いずれにしても日鍼会本部には「開業鍼灸師

の利益」という観点以上に「国民の利益と利便」

という観点から保険に関する方針を考えてほし

いと思います。 
以上、とりとめのない話になりましたが最近

感じていることを文章にしてみました。 
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鍼灸臨床研修指導者講習会に参加して 
渡邉 敏宏 

 

 
 

９月の飛び石連休を返上して、自分自身の資質

の向上のためにと思い、この講習会に参加して

みました。天候も下り坂、なんとなく不安もあ

りましたが、四日間の支度を整えて東京に向か

いました。 
＜条件は皆同じはず＞と、心に言い聞かせて

の旅立ち（少し大げさですが）となりました。

平成１５年９月２０日～２３日までの四日間の

講習でしたが、今までの臨床で気づかなかった

ところを端的に分類されている点や、各種徒手

検査法、計測法、下肢の知覚検査、反射の取り

方やその意義など、再現性の高い、いろいろの

事柄についての学習でしたので、皆一生懸命に

取り組みました。まるで鍼灸学校の試験前の対

策授業のようでもあり、緊張と笑いの中で時間

が過ぎてゆきました。また、新しい分野として

の『医療面接』も学ぶことができました。 
自分流の臨床をいったん白紙にもどして初心

に帰り、患者様本意の問診を含めた面接の意味

を学ぶことができたように思います。 
鍼灸学校時代の同級生に会ったり、見知らぬ

方と友人になったりと、楽しみも多く、有意義

な時間だったと感じております。受講の内容は

総論、基礎、各論、専門各論に分かれており、

総論では学術部長の小松秀人先生の挨拶に始ま

り、各先生方の紹介、日鍼会会長の相馬先生の

挨拶等々一連の流れの中で粛々と進行して行き、

東大名誉教授の小林寛伊先生の『医療における 
 

 

リスクマネージメント』では、医療機関内の感

染に関する最新の考え方や、消毒液の有効性な

ど実際の病院内での様子、また、必要とされて

いても実際あまり意味のない感染予防策（見舞

いの際などの着替えや履き替えなどの例）をお

話いただき、大変役に立ちました。 
また二日目の東京医科歯科大の奈良信雄教授

による『日常臨床の基本手技』では臨床の中で

の問診の要項やチェックポイントなど基本的な

手順を学習できました。 
基礎の教科ではカルテの正しい書き方、レポ

ートの書き方などを学び、いよいよ各論に入り

五十肩、膝関節痛、腰痛坐骨神経痛、スポーツ

障害について教わりました。 
五十肩では今まで漠然と五十肩と言っていた

のが、段階的に認識できるようになり、患者へ

のムンテラもしやすくなり、また膝の問題にし

ても腰や坐骨神経痛にしても、解剖的な知識も

増え、たいへんプラスになりましたし、スポー

ツ障害では関節のアライメントのことや、歩行

のメカニズムやそれに伴う障害について学習で

き、動きの中での傷害の出現状況が少しですが

理解できました。 
二日目の夜の懇親会は大変楽しく、先生方や

受講生同士の距離もより縮まり、和やかな雰囲

気の中終了し、後半の講習へと進んで無事四日

間の講習を終了し晴れ晴れとした気分で帰路に

つくことができました。 
講習会の資料は各論の分だけでも、少し前に

いただけると予習ができて、もう少し理解しや

すかったのでは、とも思いました。 
いずれにしても、昼も夜も勉強の連続でした。 
・・・・・さあ提出物が待っているぞー・・・・・ 
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東北鍼灸学会学術大会で発表して 
遠藤 賢一 

 

 
 

平成 15 年 9 月 6 日（土）･ 7 日（日）、宮城

県民会館において、『鍼灸－守るもの・手を加え

るもの・新しく創るもの－』というテーマのも

とに開催された、第 37 回東北鍼灸学会学術大

会に、一般口演の一般研究発表というかたちで

参加させていただきました。 

 
演題は、「耳鳴に対する鍼灸治療」というもの

で、発表内容は、ストレスにより発症したと推

察された 3 症例の耳鳴に対して、末梢循環の改

善ということに着目して鍼灸治療を行い、愁訴

が緩解した、という症例報告でした。 
100 名を超える参加者の前での発表は初めて

の経験でしたので、私の視線は発表原稿とスク

リーンを往復するばかりで、時間があっという

間に過ぎて行き、参加者の顔を見る余裕など全

くありませんでした。しかし、今となっては、

何事も無く無事に発表を終えることが出来たと

いうことだけで、自己満足しているしだいです。 

 
福島県鍼灸師会の場合、この大会の一般研究

発表は、前年の「鍼灸臨床研修指導者講習会」

の受講者となっているので、私が今年の発表者

となりました。 
この講習会は、主要 5 疾患に頭痛、スポーツ

鍼灸、消毒について、医療面接、その他、盛り

沢山の内容が凝縮されており、私にとっては、

“初心に帰る”、“初めて知った”、“あーそうだ

ったのか”等、色々な意味で非常に貴重で、か

つ充実した 4 日 
でした。時間の都合のつく先生には、是非とも 
お勧め致したい“東京、秋の 4 日間”です。 
来年の第 38 回東北鍼灸学会学術大会は、福

島県の担当になっております。大会の成功に向

けまして、現在着々とプロジェクトが推し進め

られております。会員の皆様方のより一層のご

協力をよろしくお願い申し上げます。 
末筆になってしまいましたが、今回、座長を

務めていただきました山内隆一先生をはじめ、

応援に駆けつけて下さいました先生方に心から

御礼を申し上げます。 

 
そして、このような機会をお与え下さいまし

た福島県鍼灸師会会員の皆様に心より感謝申し

上げます。 
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＜第３７回東北鍼灸学会学術大会発表抄録＞ 

耳鳴に対しての鍼灸治療 

福島県 遠藤
えんどう

賢一
けんいち

 
 耳鳴を主訴として来院した3症例に対し、ストレスによるものと診断し、 

肩こりを中心に治療をし、緩解した。  

 [症例] 

１．43歳 女性 ＯＡインストラクター 

    ２．38歳 男性 自営業 

 ３．88歳 女性 無職 

 [初診] 

１．平成14年11月25日 

 ２．平成14年12月18日 

    ３．平成15年6月2日 

 [主訴] 

    １．両側耳鳴 

 ２．右側耳鳴 

 ３．両側耳鳴 

 [現病歴] 

    １．1週間前に、歯が2本抜け、尿道結石が出て、4日前に発症した。来院時、低音が聞こ

えにくく、耳鳴の性状は、山に行った時のようなツーンとした低音で、症状は、4 日

間変化が無い。 

    ２．約 1 か月仕事が多忙で、5 日前、発熱し、解熱後発症した。来院時、耳鳴の性状は、

キーンという高音で、音が二重に聞こえる。 

    ３．3 ヶ月前、大腸ポリープ検査後に発症した。来院時、耳鳴の性状は、ジーとセミが鳴

いているように聞こえ、夜眠れない。 

 [診察所見] 

    １．後頭部、頚肩部に圧痛・硬結が検出された。特に、右風池。 

    ２．後頭部、頚肩背部に圧痛・硬結が検出された。特に、右乳様突起。 

    ３．肩背部に圧痛・硬結が検出された。特に、肩井。 

 [治療・経過] 

３症例は、発症状況と臨床症状からストレスによるものと診断し、その緩和を目的に治療を行っ

た。 

 治療は、ステンレス鍼1寸６分－４番鍼(50mm－22号)を用い、三焦経、 

腎経に頚肩背部の経穴を取穴、関衝に糸状灸１壮を加えた。 

 症状は、5日から70日で消失し、治療を終了した。 

 [考察] 

３症例とも発症状況と臨床症状からストレスによる耳鳴と診断した。 

 耳鼻咽喉科において、耳鳴治療には、末梢循環改善薬、ビタミンＢ12、筋弛緩薬などが処方され

ていることから、鍼灸治療においても筋肉のこりを取り、末梢の循環を改善することで耳鳴に効果

があると推測される。 
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スポーツ治療チーム活動報告 
社団法人 福島県鍼灸師会 スポーツ治療チーム事務局長 遠藤 賢一 

 
 現在のところ、「社団法人 福島県鍼灸師会 

スポーツ治療チーム」（以下、スポーツ治療チー

ムと略す。）の名称を使用して、鍼灸ボランティ

ア治療活動を行っているのは、毎年 4 月 29 日

（みどりの日）に、毎回、約 3000 名の参加ラ

ンナーを向かえ、郡山市において開催されてお

ります「郡山シティーマラソン大会」ですので、

「郡山シティーマラソン大会」におけるスポー

ツ治療チームの活動をご報告いたします。 

 
今年の大会は、記念すべき第 10 回大会でし

た。スポーツ治療チームとしての大会参加は、

第 2 回大会（1995）から 9 年連続のボランティ

ア参加となりました。 
1995 年は「福島国体」が開催された年で、ス

ポーツ治療チームは、「福島国体」をボランティ

ア治療で応援しようという趣旨で誕生したと、

先輩会員より聞いております。 
「郡山シティーマラソン大会」の会場は、郡

山市役所前の開成山陸上競技場で、メーンスタ

ンドの 1 階にトレーナールームを設営して、毎

年 100 名前後の治療を行っております。 
常連の選手の方から指名を受ける先生もいて、

知名度が毎年少しずつ上がってきているように

感じております。 
この活動は、約 15 名の先生方、学生ボラン

ティア、そして、いつも多くのご提供をいただ

いておりますカナケンさんによって支えられて

おります。これらの方々のお力で機材を持ち寄 

 
り、汗を流してご尽力をいただいて今日まで

活動を継続してまいりました。その成果が少し

実ったのか、今年から大会本部よりお弁当が出

るようになりました。9 年間の先輩方のご苦労

を、郡山市に認めていただいたものと感じ、 
これからもより一層、鍼灸の普及活動に取り組

みたいと志を新たにいたしております。全国的

にもスポーツ鍼灸の波が高まっております。活

動に参加することによって、例えば、治療方法

などで勉強になるでしょうし、情報交換の場と

して、いろいろなものを吸収することができる

と感じております。 
スポーツ治療チームでは、いつでも参加希望

の先生をお待ち申し上げております。また、「郡

山シティーマラソン大会」以外にもボランティ

ア参加できる企画があれば、検討して行きたい

と考えております。鍼灸繁栄の扉を開ける鍵の

ひとつになれるように、来年もスポーツ治療チ

ームは頑張ってまいりますので、皆様方のご支

援、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。甚だ簡単ではございますが、スポー

ツ治療チーム活動報告といたします。来年の 4
月 29 日（みどりの日）、開成山の芝生の上、吸

い込まれるような青空の下で、一緒に豪華幕の

内弁当を食べませんか。 
 

 
 
 



- 15 - 

  

＜第１０回郡山シティーマラソン大会 処置報告書＞ 
 
 
■収容人数 延べ数 計１０７名  内、男８３名 女２４名 
■年齢構成 １１歳～７６歳 
■収容時間 午前８時３０分～午後１時 治療終了、午後１時３０分 
■症状 

筋肉痛  ４２名（重複） 
筋肉疲労 ５０名 
関節痛  １９名 
痙攣    １名 
捻挫    ３名 

打撲    ０名 
肉離れ   １名 
しびれ   ２名 
倦怠感   １名 
擦過傷   １名 

■部位 頚肩背部   ２５名（重複） 
腰臀部    ４４名 
上肢      ５名 
下肢     ８０名 

■処置内容 
スポーツマッサージ   ６０名（重複） 
スポーツはり治療    ５９名 
テーピング        ５名 
その他：救護室転送    １名 

■考察 
今年は、昨年より収容人員が若干増加しました。これは、第 10 回大会という記念大会で、

3000 名を超える参加者があったことに加え、スポーツ治療チームのボランティア治療を 
第 2 回大会から続けていることで、トレーナー室の認知度が上がってきたことによるものと考

えられます。スタッフの人員を昨年よりも増員して臨んだため、救護処置は、スムーズに遂行

することができました。 
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新入会員紹介 
 

 

桑原伸善 
郡山市希望ケ丘２９－３ ２－１５－１４ 
桑原鍼灸治療院 
024-952-8072 

 

金子紀美子 
郡山市方八町２－４－１９ 
国際メディカルテクノロジー専門学校 
024-956-0160 
ｋaneko.kimiko@nsg.gr.jp 

 

工藤征一郎 
郡山市方八町２－４－１９ 
国際メディカルテクノロジー専門学校 
024-956-0160 
ｋudo.seiichiro@nsg.gr.jp 

 

白井和弥 
白河市九番町２５－１ 
太田西ノ内病院 
0248-24-0590 
st.white-oasis.4@docomo.ne.jp 

 

今野隆志 
福島市清水町西裏３９－３ハビデ清水２０１号 
医療法人温故堂山家整形外科医院 
024-548-3767 
imanofilm@gaea.ocn.ne.jp 

 

熊谷 博 
白河市中田１８４－２ 旭マンション１０１ 
くまがいはり灸院 
0248-24-5529 

 

根本 一郎 
田村郡小野町小野新品ノ木３８-4 
ねもと整骨院 
0247-72-3347 
nemog@d1.dion.ne.jp 

入会おめでとうございます 
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編 集 後 記 
 
 
２１世紀を迎えて３年。世界にしても、国内にしても情勢の変動がまことに著しく、斬界も

変わろうとしている。保険問題は勿論のこと、単独法成立を推し進める運動中で近い将来、立

場や身分が法的に確立し、社会的に間然するところが無い認められ方をすることとなる。とな

れば、責任や拘束も強まることとなる訳で、益々、レベルアップが求められ、意識向上が必要

となる。今まで以上に覚悟して仕事に当たりたいものである。（長瀬） 
会報発行に際し、その作業に係われたことにうれしさを感じる。本会会員の相互親睦の一環

として、ますます広報事業が発展することを祈る。皆さんが手に取るこの会報は、今までにな

い厚みのあるものになったが、継続が大事。これからも、この会報を皆さんで育てていただき

たいと願う。（Ｒ） 
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