
 

郡山シティマラソン 

ボランティア治療 2005 



目 次 

 

会 長 挨 拶 

 会長  高橋秀行 ・・・・・・2 

 

 

第 1 回 日鍼会全国大会参加記 

 理事  三瓶真一 ・・・・・・3 

 

 

第 25 期 鍼灸臨床研究会に参加して 

 理事  生江 毅 ・・・・・・8 

 

 

第 39 回 東北鍼灸学会学術大会に参加して 

 会員  矢吹 淳 ・・・・・10 

 

 

抄録 東洋医学と西洋医学の統合を目指す鍼灸治療 

 会員  矢吹 淳 ・・・・・11 

 

 

 祝 斎藤芳健氏 本会初の叙勲受章  ・・・・・13 

 

 

(社) 福島県鍼灸師会スポーツ治療チーム活動報告 

 理事  遠藤賢一・・・・・・15 

 

 

随想 郵政民営化の次に来るもの 

 理事  中沢良平・・・・・・17 

 

 

鍼灸臨床における食養生指導について 

 理事  渡邉敏宏・・・・・・19 



 2

会 長 挨 拶 

会長 高橋秀行 

 

謹賀新年 

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。 

 まず、永年国民の保健衛生に尽くされた

として、本会元副会長斎藤芳健（卯平）先

生が、平成 17 年秋の叙勲を受章されたこと

を報告し、皆様と共に慶びたいと思います。

なお、先生は臨床 60 年になんなんとする現

在も、日々お元気にて臨床に励んでおられ

ます。あやかって行きたいものと思います。 

 昨年、日本鍼灸師会の機関誌「日本鍼灸

新報」3 月号から 11 月号まで掲載された、

厚生労働教官・芦野純夫先生の“提言「鍼

灸師の地位向上をめざして」”が、本年合本

として日本鍼灸師会から発行された。これ

によると鍼灸は、法制定時から医業の一部

であり、現在混迷を続けているいわゆる無

資格者問題は、昭和 35 年の最高裁判決の誤

解から生じたもので、このことは、いくつ

かの課題を克服し、行政と国民に粘り強く

訴え続けていかなければならない問題であ

る。また、財政中心の医療制度改革が進む

中、今後の鍼灸保険の推移を見守って行き

たい。 

 鍼灸医学の歴史を紐解いてみると、鍼灸

医学の原典である「黄帝内経素問霊枢」は、

後漢時代「内経十八巻」（九巻・九巻）とし

て儒医たちによって著され、鍼灸医学理論

体系が大成された。また、「難経」が著され、

“正経治療”の運用法が完成した。「内経十

八巻」は、その後 1000 年の歳月をかけ、名

称が改称或いは編纂され続け、6 回目の南

宋時代（1155 年）に「黄帝内経素問霊枢」

となり共に二十四巻、八十一篇となり今日

に伝えられている。 

 また、元の時代になり、「流注八穴」が著

され、経絡体系の二大領域の一つである奇

経八脈領域の運用法がなされ、“奇経治療”

が完成した。このことにより、内経医学成

立後、1200 年を経て、正経十二経と奇経八

脈の全経絡体系の運用法が成り、ここで内

経医学の目指した全生命に対する鍼灸治療

が適えられたといってよいのではないかと

思う。 

 鍼灸医学は、単なる伝承医学に止まらず、

厖大な鍼灸医学理論体系を携え、時代時代

の傑出した先哲たちが心魂を傾けて臨床を

積み重ね、世紀を越えて古典が編纂され継

承されてきたものである。 

さらに、悠久の内経医学の理論体系の発

展は、1987 年（昭和 62 年）日本の山下詢

が、「正奇経統合理論とその臨床」（医歯薬

出版）を著し、正経十二経と奇経八脈を統

合させた“太極正奇経療法”を発表した。

このことは、「内経医学」の潜在する「真の

鍼灸医学」といっても過言ではないように

思う。 

 21 世紀の医療人として活きるためには、

東西両医学の「学・術」の研鑽は勿論、未

知なるものを素直に受入れる柔軟心と、感

性を磨き上げて行くことが肝要と思う。 

 むすびに、皆様のご健康とご多幸を祈念

申し上げご挨拶といたします。 
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第 1 回日鍼会全国大会参加記 
 理事 三瓶真一 

 

平成 17 年 10 月 8 日（土）～10 日（月）

までの 3日間、浜松市で第 1回社団法人 日

本鍼灸師会全国大会が開催されました。 

 これまでは日本鍼灸師会では、学会とし

て『全国臨床学術大会』、各都道府県師会長

の推薦者が参加・研修する『鍼灸臨床研修

指導者講習会』、青年部の開催する『全国青

年部集会』の 3 つの大きな行事がありまし

たが、これを統合して一カ所で一度に開催

する大きな大会となりました。 

 

 以上の大会で私が研修をしてきた内容を

報告いたします。 

 

-------------------------------------- 

眼科学講座 (白内障と緑内障) 

   浜松医科大学眼科学教室講師 

 中神哲司先生 

大学病院における白内障と緑内障の診療

について、特に白内障の手術についてご

講演をして頂きました。 

 鍼灸の研修会での講演と言うことで、

講師の中神先生は眼科診療でもっとも権

威のある『日本眼科学会雑誌』から、鍼

灸治療の報告のある症例を調べてくださ

いました。 

 そのなかで、白内障や緑内障などの症

例報告を眼科医という科学者の眼で鋭く

分析し、鍼灸（特にハリ）治療は眼の周

辺の神経に副交感神経優位な刺激を与え、

微細な血行を改善し、病態を改善するの

ではないかと話してくださいました。 

 また『古代中国では撥鍼法という鍼の

手技があり、これは鍼を直接眼球に刺鍼

し、濁った硝子体を破壊して眼球内に落

とす一種の手術的な治療ではないのかと

思う』との話は非常に興味がありました。 

 

------------------------------------ 

産婦人科学講座 

 (女性のライフサイクルと疾病) 

    浜松医科大学産婦人科医師 

 和田久恵先生  

 

大学病院・産婦人科外来での日常診療でよ
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く診る疾患、特に子宮筋腫の手術適応例の

お話しを中心に、不妊症や逆子まで幅広い

範囲でのご講演をして頂きました。 

 和田先生も、初潮や生理、妊娠や出産、

さらに更年期といった女性のライフサイク

ルを、西洋医学からみたものと古代中国の

文献を調べ、対照を行うと言った非常に興

味深いご講演を行って頂きました。 

 

-------------------------------------- 

スポーツ医学講座 (膝のスポーツ傷害) 

    浜松医科大学整形外科医師 

                       高橋正哲先生 

 

スポーツによる運動器系疾患は、鍼灸治療

院に来院する患者さんとしては最近増えて

きているように思います。 

スポーツによる障害も、また予防的な治療

も鍼灸治療はたいへん効果があります。 

 講義では、特に半月板障害の患者さんの

関節鏡（内視鏡）所見を使い、様々な障害

の解説をして頂きました。 

 

 

 

 

 

麻酔・蘇生学講座 (帯状疱疹後神経痛) 

浜松医科大学麻酔科助教授 

                       白石義人先生 

 

痛みを主訴とするもっとも難病な疾患は

PHN（帯状包疹後神経痛）だと思います。ヘ

ルペスの治癒後でも、神経痛が残ってしま

った後遺症による痛みです。 

 この疾患について、ペインクリニックの

立場から病状の解説や治療法についてお話

して頂きました。 

余談ながら、講師の先生は講義のプレゼ

ンファイルを 2 つ用意してきました。一つ

は今日の鍼灸師向けのもの、またもう一つ

は同じ PHN の講義で医大の 6 年生に行って

いるものですが、『医大の 6 年生の内容と、

今日使う鍼灸師さん向けプレゼンの内容は

ほとんど一緒なんです』と笑っていました。 

 

-------------------------------------- 

内科学講座 (神経内科・パーキンソン病) 

浜松医科大学第一内科助教授 

 宮嶋裕明先生 

最近多くなり、当院にも数名の患者さん

がいらっしゃるパーキンソン病、パーキン

ソン症候群についての最新医学のご講演で

した。 
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 ドーパミン不足か、またドーパミン受容

体を含む黒質や周辺の異常によるものか、

それによってパーキンソン病か症候群かに

病態が分かれる、とのお話しでした。 

 この疾患に対する薬物治療や、また鍼灸治

療による適応や期待までも話して頂きまし

た。 

 

-------------------------------------- 

耳鼻咽喉科学講座 

 (めまいの診断と治療) 

   浜松医科大学耳鼻咽喉科教授 

 峯田周幸先生

鍼灸院にもわりあい多く来院する『めまい』

のご講演です。 

 めまいも、そのほとんどは内耳や神経の

異常、また自律神経の異常や、極端に言え

ば頚・肩こりでも起こる症状ですが、時に

中枢性疾患、たとえば脳腫瘍や聴神経腫瘍、 

また脳血管疾患でも起こる場合もあり、な

んら科学的な検査も許されていない、われ

われ鍼灸師でもできる鑑別法を詳しく教え

て頂きました。特に注視眼振による中枢性

疾患（症例では聴神経腫瘍）の鑑別は、実

際の患者の目の動きを動画で見せて頂きた

いへん勉強になりました。 

 

 

-------------------------------------- 

救急救命ＡＥＤ研修 

  「自動体外式除細動器の取扱い」  

   日本光電教育研修リーダー 

 原木善之先生 

 

 

一定の講習を受けて単位を取得すると、不

意の細動時に対応できる全自動式の体外除

細動器の講習です。 

 これまでは病院などの医療機関で医師な

どしか操作できなかった除細動器ですが、

細動発症時など、異常時だけにしか運転し

ないような全自動式が開発され、一般の方

でも一定の講習を受けると操作できるよう

になりました。 
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 鍼灸院でも設置しているところがあり、

これから設置を考えている先生方は熱心に

勉強していました。  

 

-------------------------------------- 

統合医療と鍼灸トピックス   

  埼玉医科大学東洋医学科主任 

 山口 智先生 

 

統合医療と鍼灸トピックスと題して、西洋

医学の届かない、特に腎不全による人工透

析・腹膜透析の患者さんの不定愁訴に対応

する鍼灸治療について講演して頂きました。 

 当院でも、腎不全による血液透析の患者

さんがいます。 

 この患者さんの場合は、腎不全発症時か

ら大学病院に受診・加療を受けていた当時

から、当院で鍼灸治療を行っていました。 

 結果的に、残念ながら透析を行うことに

なってしまいましたが、透析に移行するま

での経過時間が大変長く、『うまく時間を稼

いだ（主治医の感想）』と感謝されました。 

また現在も体調管理で来院しますが、時に

肩こりや頭痛を訴える以外、さしたる大き

な異常もなく、日常生活も軽い農作業を行

うなどおおむね順調に過ごされています。 

『透析を行うと、特に下肢にくすぐったい

ような、痒いような・痛いような異常な感

覚が現れやすく、また腰痛や肩こりと言っ

た症状に鍼灸はよい効果がある』、『西洋医

学的な対応が難しい症状には、鍼灸治療が

効果があることが多い』、『西洋医学も鍼灸

などの東洋医学も、お互い補い合ってはじ

めて患者本位の医療となることができるの

ではないかと思う』とは、講師の言葉でし

た。 

 

-------------------------------------- 

「これが若手鍼灸師の現実だ！！」 

   －開業鍼灸師がホンネを語るー 

演者 

日本鍼灸師会青年部長 近藤健児先生 

神奈川県鍼灸師会青年部長 小澤大輔先生  

 

学術の追求が学会の趣旨であるなら、業

団の目指すものはそれだけではないと思い

ます。 

 私の所属する日鍼会青年部では、近藤部

長以下、常に若手鍼灸師の求めるものを提

供していく姿勢で様々な企画を考えていま

す。 

その一つが経営で、第 1 回日鍼会大会で

は青年部独自の企画として特に鍼灸学校学

生、またこれから開業を目指す勤務鍼灸師

の方をターゲットにして、『新規開業』をテ

ーマにした講演を設けました。 

講演は 2 部構成で、明治鍼灸大学を卒業

後、開業鍼灸院で学術や経営を勉強した日

鍼会理事・青年部長の近藤健児先生、もう

1 席は、鍼灸学校を卒業後、主に整形外科

などの医療機関で研修を積んで開業された

神奈川県鍼灸師会理事・青年部長の小澤大

輔先生です。 
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（近藤先生は 20 代、小澤先生は 30 代半ば） 

 

 （満席の会場 約 230 名収容） 

ともに開業の目的として、言葉はちがい

ますが『自分でデザインをした鍼灸医療を

患者さんに提供したかった』という志が根

底にあり、聴講された参加者にはその熱意

が良く伝わっていたようでした。 

 また二人の先生は『偉そうに開業したこ

とを自慢するつもりはない。会場内には私

たちより数段上の先輩たちがいらっしゃる

と思うので、もっとよい経営のワザがあれ

ば教えて欲しい』という真摯な問いかけに、

参加者の共感する声は非常に多かったよう

です。 

 

 

そして閉会式 

3 日間に渡って開催された第 1回日鍼会

大会も、盛大な閉会式と共に幕を閉じまし

た。

 

 

 鳴り物入りで準備、開催されたこの大会

も、参加は 3日平均で一日あたり約 800 名

だったそうです。 

これまで青年部全国集会を郡山で開催し、

また日鍼会青年部委員会に入ってから、京

都・長崎・富山・香川といくつかの青年部

全国集会の開催について企画などに携わっ

り、また様々な学会や集会に参加してきて、

それなりに肥えた目をしていると自負して

いますが、この日鍼会大会ほど内容の濃い

大会は今までになかったと思います。 

来年は東京で第 2 回大会が開催されます。 

学び、感じとり、そして業友と親交を深め

られるこの大会は、実に意義深いものがあ

ると思いますので、ぜひ多くの参加を願っ

ております。 
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第 25 期 鍼灸臨床研究会に参加して 

理事 生江 毅 

 

 平成 17 年 10 月 8 日（土）から 10 月 9 日

（日）にわたって、福鍼会の推薦で、鍼灸

臨床研究会に参加してきました。今年は第

1 回日本鍼灸師会の全国大会が、静岡県の

浜松市で開催されるのに併せて、臨床研究

会も同じ場所で行われました。 

 今年は募集した一般会員と同じ場所で行

われ、しかも全国大会にも参加できるよう

に、午後 1時から始まって、午後 9時まで、

ほぼ休みなしでの強行軍だったので、講習

終了時には頭がふらふらしました。 

 講習の内容は、運動器疾患（頸部、肩部、

腰部、下肢痛）の鍼灸の適応・不適応の鑑

別で、専門学校時代に学校で授業を受けて

いたときの記憶がよみがえってきました。

内容は、担当先生の講義と診察法（テスト

法）の実践でした。講義の内容は、ほぼ「開

業鍼灸師のための診察法と治療法」出端昭

男著（医道の日本社）に記載されているも

のです。 

診察法の実践は、実際行う場合の注意点

や気をつけるところなど、とても細かく、

しかもわかりやすく、丁寧な指導だったの

で、説明よりも実践の時間を増やしてほし

いと感じました。時間がないために、講義

の方に時間がとられ、実践の時間が短くな

ってしまったので、本当に残念です。講義

の内容は、参加者に予習させても構わない

と思うレベルだと思います。次の日（最終

講義）はレポートの書き方の講義でした。

（鍼灸臨床研究会では、終了後に症例と診

察のレポートを提出して、認定を受ける必

要があります。）症例発表や今後のレポート

の書き方に参考になる内容でとても面白か

ったです。隣に座っていた奈良の先生と知

り合いになって、一緒に食事をしたり、い

ろいろ楽しく情報交換ができました。臨床

研究会に参加すると、一緒に受講した先生

と仲良くなれるとは、同級生に聞いてはい

ましたが、本当に友達ができるみたいです。

貴重な友達なので、今後も楽しくつきあっ

ていきたいと思います。受講から 1 ヶ月が

経過しましたが、内容を忘れないように常

に復習して、完全に身につけたいと思いま

す。 

 2 日目は全国大会の講演も聴きました。

「医療としての小児鍼」広瀬滋之と「日本

文化と鍼灸について」松田博公の講演を聞

きました。 

 小児鍼についての講演では、小児をどの

ように診るかという内容で、望診のコツや

小児鍼に鈴をつけたりして子どもの注意を

そらすといった内容。小児が罹りやすい疾

患や弱りやすい臓腑の説明でした。特に、

体質の見方や小児が弱りやすい臓腑の説明

が、興味深かったです。 

 「日本文化と鍼灸について」の松田博公

さんは、「鍼灸の挑戦」（岩波新書）の著者

で、講演の内容はとてもユニークだった。

例えば、世界の鍼灸学会では英語ができる

華僑や中医大の教授の活躍が目立つこと。

韓国は、ドラマ「大長今」（チャングムの誓

い）・「許浚」（ホジュン）で針や韓医学を広

く一般にも紹介していること。日本ではな
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ぜ曲直瀬道三や田代三喜のドラマが制作さ

れないのか？など。日本で個人で活動して

いる人などを紹介して。他を批判する前に

日本独自の鍼灸を世界に紹介していこうと

いう内容はとても共感できた。また日本独

自の鍼灸とは？という説明では、決め細や

かな切診、腹診、打診法、小児鍼、管鍼法、

痛くない鍼、八分灸や糸状灸など、ローカ

ルな部分の説明があって改めて日本の鍼灸

の個性について気づかされた気がしました。 

鍼灸臨床研究会に参加した時、受講後に

仕事を始めたとき、患者さんに対する病気

の説明の仕方や疾患に対する見方が変わる

といわれましたが、本当にすこし変わった

気がします。まだ提出レポートを作成して

いないので、はやく作成して認定を受ける

ように頑張ります。 
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第 39 回東北鍼灸学会学術大会に参加して 

会員 矢吹 淳 

 

【 はじめに 】 

 私が、第 39 回東北鍼灸学会で発表する経

緯に至ったのは、平成 16 年に行われた鍼灸

臨床研修指導者講習会に参加させていただ

いたことから始まっている。そこでも多く

のことを学ぶことができたが、今回、第 39

回東北鍼灸学会に非力ながら参加させてい

ただき発表できたことは大変貴重な経験と

なった。青年部で活躍されている先生方に

は是非、鍼灸臨床研修指導者講習会に参加

され多くの場所で自分の考えを発表してい

ただきたいと思う。 

 

【 東北鍼灸学会学術大会でのきづき 】 

今回の東北鍼灸学会に参加して一番に感

じたことは自分の臨床が人を引き付けるだ

けの魅力が無いことである。今回の大会は、

一般口演と実技供覧の 2 部構成で行う形で

進められた。一般口演で自分の考えをスラ

イドに載せて発表した後、実技供覧で実際

に自分の臨床を披露する。6 人の先生が一

斉に実技供覧を行うと私のところには、ほ

んの僅かの先生方が見にくるだけであった。

この時、「自分の臨床経験ではこれだけか

と」痛感したとともに日々の自分の努力の

足らないことに悔しさが込み上げてきた。

鍼灸師の興味を引きつけることのできない

臨床に患者はついてこないし、生徒もつい

てこない。 

私は普段、福島県立盲学校で講師をして

いる。これから臨床家として活躍していか

なければならない生徒を前に魅力的な臨床

を伝えたいと強く思うようになって５年に 

なる。患者を前にして自信を持って臨床に

臨んでいるのか、生徒を前にして臨床のよ

さを伝えることができているのか、大会を

通して再度確認させられた気がする。 

普段、学校に勤務している私ではあるが、

臨床家よりも臨床家らしくありたいと強く

思っている。次回、学会等で臨床を発表す

る機会があれば今回の悔しさをバネにして

大勢の鍼灸師を魅了するだけの臨床を披露

できるよう日々努力していきたい。 

 

【まとめ】 

 自信を持って発表することができれば、

大勢の人を引きつけるだけの魅力があれば

自分の納得のいく臨床が行えていることに

繋がるのではないかと思う。大会を通して

今現在の自分の臨床がまだまだであること、

臨床に対する自分の考えを再確認できたこ

とは大きな財産となった。また、先輩方と

ともに行動し様々な話をする機会があった

ことも非常に勉強になり、その魅力が何な

のか体で感じて生きたいと思っている。 

最後に、今回私を鍼灸臨床研修指導者講

習会に推薦していただいた先生方、また、

東北鍼灸学会学術大会で応援してくださっ

た先生方に感謝し学会の報告を終わりとし

たい。 
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東洋医学と西洋医学の統合を目指す鍼灸治療 

会員 矢吹 淳 

 

 現在、専門学校の増設により鍼灸師が急

激に増加の傾向をとっている。それに伴い、

医療従事者としての鍼灸師に質の高い臨床

が強く求められている。 

 

 私の鍼灸臨床は、まず、患者を西洋医学

的に推察するところから始める。出端昭男

先生の「開業鍼灸師のための診断法と治療

法」を参考に適応の判定、予後の推定、患

者への対応、経過の観察、そして治療へと

ステップを踏んでいく。健康ブートと言わ

れる現代では、患者の健康への意識や知識

が高く、患者の信頼を得る説明が求められ

ている。また、医療従事者として鍼灸師が

しっかり確立されていくために、同じ土俵

での西洋医学的知識が求められている。そ

れらを踏まえ、まず適切な病態を把握する

ことに重点を置いて臨床に臨んでいる。 

 病態の把握、患者の理解を得た後、次に

治療へと移る。治療は、東洋医学的な考え

方から経絡の走行を念頭に入れて治療する。

特に運動器疾患の中で筋肉や靱帯などの軟

部組織の症状には、経筋を強く意識し治療

する。肩関節痛の症例を挙げて説明する。 

 肩を巡る経絡は、大まかに前側を太陰肺

経、外側を陽明大腸経、後側を小陽三焦経、

肩甲骨付近を太陽小腸経が走行している。

肩関節痛がどの部位に相当するのかを見極

めその経絡を治療する。肩の前面に痛みが

ある患者に対しては、まず「病上にあれば

下に取る」の考え方をもとに、同じ太陰で

ある脾経から取穴する。次いで肺経を取穴

する。この際取穴する経穴は、五行穴の中

で切経し圧痛や反応の強い経穴を取穴する。

治療法は、浅鍼で 15 分間置鍼。最後に肩の

痛みを確認し最も痛みのある局所部位を単

刺し治療を終了する。 

 経筋を意識した治療は、運動器疾患にお

いて特に効果が高い。上述した肩前面の痛

みを例にとると、脾経と肺経の取穴で多く

の場合痛みが楽になるか、漠然としていた

痛みの部位がはっきりするなどの効果を挙

げることができる。最終的に局所を治療す

ることで、鎮痛を促すことができる。  

 

 私が考える鍼灸治療は、東洋医学と西洋

医学の統合が目標である。医療従事者とし

て質の高い治療を提供するためには、患者

や他の医療従事者の信頼を得ることが重要

で、西洋医学的観点から病態を捉える能力

が必須である。かといって西洋医学的な考

え方のみで治療を進めていくと局所を見る

ばかりで患者を全体的に捉えることができ

ず、多くの病態に対応しきれなくなってし

まう。それらを考察すると東洋医学と西洋

抄 録 
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医学を統合させて治療を進めていくことが

望ましいのではないかと私は思う。腹診や

脈診など伝統的な診断法も必要であろうし、

解剖学的に病態を捉え治療していくことも

大切であろう。西洋医学の知識があってそ

の上で東洋医学的に治療していくことがこ

れからの鍼灸師に求められているのではな

いだろうか。 

 実技供覧では、「開業鍼灸師の診断法と治

療法」より診断チャートを使って患者の病

態を把握することから始める。病態を把握

した後、特に運動器疾患を取り上げ経絡（経

筋）を意識し上述した治療法の手順で治療

を進めて行くことにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード ：  

・医療従事者としての鍼灸師   

・病態の把握   

・東洋医学的治療（経筋）
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祝 斎藤芳健氏 本会初の叙勲受章 

 

謹啓 秋も深まり、雪の便りも聞かれる

この頃、福鍼会員の皆様、益々ご清祥の事

とお慶び申し上げます。 

 さて、私この度、平成 17 年秋の叙勲に際

し、旭日単光章を授与されました。この陰

には会長様はじめ、事務局の先生の大変な

お骨折りがありました。 

 11 月 4 日、知事公館での勲記・勲章伝達

式に続き、9 日には、皇居での天皇陛下拝

謁の、身に余る栄誉に浴しました。これひ

とえに、今は亡き諸先輩のご指導と、現会

長様はじめ会員皆様のご支援の賜物です。

昭和 55 年発病以来疎遠の身でありながら、

この様な栄誉を受けることは、大変心苦し

いものがございます。ここに改めて厚くお

礼申し上げます。 

 また、何よりも嬉しいことは、鍼灸師が

国家的に認められたことです。半身不随の

身でしたが、今でも治療に従事できるのは、

これまた鍼灸のお陰と信じております。今

思えば 55 余年の間この道一筋、あっという

間に 78 歳、正に晩年を迎えましたが、これ

からも命の限り私の天職を全うしたい、今

の心境です。 

 正に厳しい世情です。今こそ誇りある医

療人としての心を大切に、学と術の練磨に

精進されますことを念願するばかりです。 

 最後に、福鍼会の更なるご隆盛と、会員

皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り致し

ます。 

平成 17 年 11 月吉日   斎藤 芳健 

（卯平） 

 

 

＜福島民友新聞掲載記事より転載＞ 

 

患者思いやり鍼にて施術 

◇ 旭日単光章  斎藤
さいとう

 卯平
う へ い

 さん 78  

郡山市駅前 1‐2‐11  

元県鍼灸師会副会長 

 

「病が自分をこの道に向かわせ、鍼灸師

としての心を育ててくれた」。57 年の歩み

を振り返る。 

 郡山市熱海町生まれ。旧制安積中（現安

積高）在学中、病気による背中の痛みを取

り除いてくれた鍼灸の魅力にひかれた。卒

業後、治療で通っていた鍼灸院に修業に入

る。同院は後に妻となるコクさん（三年前

に死去）の叔母が開業しており、コクさん

と二人で資格を取り、後を継いだ。 

 「痛みがなくなったときの患者さんの喜

びが一番の励み」。治療に訪れる人の多くは

一般の病院で治らず、最後の頼みに戸をた

たく。苦痛から解放されたときの笑顔はひ
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としおという。 

 自ら四つの大病を患った。54 歳の時には

脳出血で、右半身不随になった。しかし、

三カ月後には再び鍼を持った。 

 「治ると信じ、リハビリに努めた。倒れ

る前に指先に鍼を刺し、黒い血を出したの

も良かった」と言葉に力を込める。 

 「病気の経験が自分を患者の立場に立た

せてくれた。鍼灸師を目指す人が増え、競

争も大変だと思うが、患者を思いやる気持

ちは大切にしてほしい」。医療人としての心

を語る。 

 

＜略歴＞  

昭和 2年 5月 4日生  

昭和 24年 11 月 13 日入会（本会創立日） 

同年理事就任、引続き副会長、 

相談役歴任 

 

 

 

 

＜表彰関係＞  

厚生大臣表彰 （平成 12 年 5 月 29 日）  医 療 功 労 

知 事 表 彰 （平成 15 年 5 月 7 日）  保健衛生功労 

知 事 感 謝 状           （平成 11 年 11 月 14 日） 保健衛生功労 

㈳日本鍼灸師会長表彰者 （昭和 50 年 5 月 17 日)  25 周年記念 

㈳日本鍼灸師会長表彰者  （平成 7 年 5 月 15 日)   45 周年記念 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （昭和 51 年 4 月 18 日） 25 周年記念式典表彰者 

          役員功労者・研究発表優秀者・会発表功労者 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （昭和 56 年 1 月 18 日） 30 周年記念式典表彰者 

          永年会員 30 年 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （昭和 59 年 7 月 15 日） 35 周年記念式典表彰者 

          永年会員 30 年以上・役員功労 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （平成元年 7月 9日）  40 周年記念式典表彰者 

          永年会員 35 年以上・役員功労 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （平成 7年 1月 22 日）  45 周年記念式典表彰者 

          永年会員 45 年 

㈳福島県鍼灸師会長表彰 （平成 11 年 11 月 14 日） 50 周年記念式典表彰者 

          永年会員 50 年 
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 (社) 福島県鍼灸師会スポーツ治療チーム活動報告 

理事 遠藤賢一 

 

 

「(社) 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。）

は、毎年、4月 29 日(みどりの日)に、郡山

市開成山陸上競技場で開催されている「郡

山シティーマラソン大会」において、ボラ

ンティア治療という形で参加･活動をして

います。さらに今年は、郡山市内で開催さ

れている「少年サッカー大会」主催者から、

トレーナールームの開設依頼があり、この

依頼を、新たに“鍼灸”を広げる機会と考

え、ボランティア治療を行ってまいりまし

たので、ご報告いたします。 

  

１．第 12 回 郡山シティーマラソン大会 

  

 毎年、参加ランナー3000 名を超える大会

ですが、特に今年は、招待選手に現役マラ

ソンランナーの千葉真子選手を迎え、大盛

況の大会開催となりました。 

 スポーツ治療チームは、今大会で 11 回目

の参加となり、その必要性が、マラソン大

会参加ランナーに着実に浸透してきている

ことが感じられました。また、今年は、ボ

ランティア治療のトレーナールームが、ス

タート地点のすぐ横となったことも功を奏

して、ボランティア治療の収容人員(救護処

置人数)は、138 名と、過去最高を数えまし

た。 

 ベッド数 8 床で対応しましたので、1 床

あたり約 17 名。治療時間は、約 4 時間 30

分でしたので、1時間あたり約 30 名の治療

でした。混んでいた時間帯には、治療をあ

きらめて帰って行かれた選手も多数おられ

ました。 

 今回のスポーツ治療チームは、安斎昌弘

副会長をキャプテンに、15 名の鍼灸師と鍼

灸専門学校生15名の計30名で大会に臨み、

6歳から 78歳という幅広い年齢層を治療し

ました。このように、いろいろな年齡の方

の治療を一日で体験できるのも、スポーツ

治療チームならではの魅力だと考えており

ます。 
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２．第 5回 2005 

  ゴールデンエイジ民報ゴデーレカップ 

  

 8 月 27 日(土)･28 日(日)に郡山市の西部

サッカー場において、少年サッカー大会が

開催されました。この大会は、「ゴールデン

エイジ民報ゴデーレカップ」という大会で、

福島民報社と郡山のフットボールクラブ 

ゴデーレという少年サッカーチームが主催

しています。今回が、5 回目の開催で、後

援には、郡山市教育委員会をはじめ、ジェ

フユナイテッド市原･千葉などの名前もあ

りました。 

 大会名にある“ゴールデンエイジ”とは、

「一生の中でさまざまな技量の即座の習得

が最も適した年代」を意味するそうで、小

学校 4 年生前後がその代表的な年代といえ

るそうです。 

 スポーツ治療チームは、28 日(日)にボラ

ンティア治療活動を行ってまいりました。

大会会場には、約 500 名が詰め掛けており

ました。ボランティア治療の収容人員は 70

名を超え、会場内の約 14％の方の治療を行

ったことを考えると、注目度は高かったと

考えます。 

 治療をしていて気になったことは、“成長

痛”や“けが”を抱えながらもプレーをし

ている子供たちがいたことでした。このよ

うな子供たちに少しでも力になれたかなと

考えると、これからも継続して行きたい活

動のひとつと考えます。 

 スポーツ治療チームは、カナケンさんや

会員の先生方、学生ボランティア、そして、

家族の方のご協力によって支えられており

ます。この活動が、少しでも鍼灸普及と組

織拡大に役立つことを願って、これからも

歩んで行きたいと考えておりますので、ご

支援、ご指導、よろしくお願い申し上げま

す。 

    “継続は、力なり” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

郵政民営化の次に来るもの 

理事 中沢良平 
 
外資保険会社躍進の影 

 郵政民営化選挙と称された衆議院議員選

挙が 9月 11 日におこなわれ、自民党の地滑

り的大勝利で、「2005 年体制」の成立とい

う結果を歴史的に残した。 

しかし 1993 年、時の首相宮澤氏とクリン

トン氏の両首脳会談で合意のもと『年次改

革要望書』が作成され、この郵政民営化は

その要望書を反映したもので、けっして小

泉首相独自の政治テーゼではなかったと指

摘するアナリストは多い。 

 1995 年 11 月、アメリカ政府から本国政

府に提示された『年次改革要望書』には、

「アメリカ政府は、日本政府が以下のよう

な規制緩和及び競争促進のための措置をと

るべきと信じる。……郵政省のような政府

機関が、民間保険会社と直接競合する保険

業務に携わることを禁止する。」という文言

が見られる。繰り返しになるが、今回の郵

政民営化は、それを持論とする小泉首相の

推進によるものではあるが、また、アメリ

カ政府のシナリオにも沿った内容でもある。 

 今回の郵政民営化によって、郵便局の簡

易保険が廃止される方向に進み、アメリカ

をはじめとする外資の保険会社の日本参入

が加速される。日本は、アメリカに次ぐ世

界第二位の保険大国と評されている。しか

し、世界第二位とはいえ、やはりアメリカ

の保険会社は強い。とりわけ、アメリカン・

インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）

は別格であろう。 

 ＡＩＧは、アリコジャパン、ＡＩＧエジ

ソン生命、ＡＩＧスター生命といった三つ

の生命保険会社とＡＩＵ、アメリカンホー

ム・ダイレクトという二つの損害保険会社

を本国に構えている。こうした外資系の保

険会社が次々と日本の生命保険会社を買収

していった。 

 

東邦生命 → ＧＥ → ＡＩＧ（アメリカ） 

千代田生命 → ＡＩＧ（アメリカ） 

協栄生命 → プルデンシャル（アメリカ） 

第百生命 → マニュライフ（カナダ） 

日産生命 → アルテミス（フランス） 

日本団体生命 → アクサ（フランス） 

 

 これだけ本国の生命保険会社が外資に買

収されると、当然本国の生命保険会社の経

営は苦しいだろう。擁護するつもりはない

が、保険金不払いの本国生命保険会社が出

たのも、苦しい背景を知るとかえって哀れ

に感じる。 

 

生命保険・簡易保険の次のターゲット 

 2003 年 8 月、時の金融担当大臣の竹中平

蔵氏はアメリカに渡り、ワシントン政府高

官から、金融再生プログラムについて竹中

路線の支持を取り付けた。このときの朝日

新聞のインタビューで竹中氏は、「郵貯の資

産総額は四大メガバンクの合計より大きい。

それだけ大きい『国営企業』の存在は、市

場経済に慣れし親しんだ（アメリカ人の）

人たちには理解しがたいことだと思う。」と

言っている。 

随 想 
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 こうした発言を踏まえると、アメリカの

要望がやがては現実なものになることが分

かる。また、こうしたアメリカの意向に忠

実な竹中氏が、次の首相候補の名前に挙が

るのは当然といえば、そうかもしれない。 

 郵政民営化の次は、公務員数の削減や政

府系金融機関の統廃合ではなく、ずばり健

康保険だと指摘されている。 

健康保険は、アメリカの手が届いていな

い聖域である。本国の国民に与える影響力

は、簡易保険とは比べものにならない。“民

間でできるものは民間に任せる”という前

提が通れば、けっして健康保険も例外では

なくなるというのが、大方のアナリストの

意見である。 

先にも述べた、生命保険が外資系会社に

シェアを奪われたのと同様に、この健康保

険の分野でも、外資が入り込む余地は十分

過ぎるほどある。 

 

混合診療の行方 

 2004 年版の『日米投資イニシアティブ』

に、「アメリカ政府は、日本における人口動

態の変化により、今後、教育及び医療サー

ビス分野における投資が重要になってくる

ことを指摘した。」と記されている。その具

体的な要望のひとつとして、混合診療の解

禁を挙げている。 

アメリカが本国に解禁を求めている混合

診療とは、保険が利く「保険診療」と利か

ない「保険外診療（自由診療）」を同一の患

者におこなうことである。厚生労働省が認

めていない新薬や治療法など使う自由診療

では、製薬会社や病院が自由に価格を決め

られるため、収益性が高まると指摘されて

いる。アメリカの製薬会社の新薬が、日本

で承認が得られていなくても輸入されてく

る。 

 混合診療が解禁され、また新たな健康保

険会社が誕生したら、自由診療向けの商品

でその金額をカバーするようになる。その

とき、鍼灸はどのような位置づけでいるの

だろうか。 

 アメリカには、国民皆保険制度というも

のが存在しない。国民の約 70％が民間保険

会社に入っているというデータがある。国

民皆保険制度というのを切り捨てて小さな

政府を築いた時、果たして現行の鍼灸保険

制度は残っているのだろうか。そうした視

点も、鍼灸師には必要だと思う。 

 

 

 ［ 追記 ］ 

 この原稿を書き終えた数日後、国民医療

推進協議会（会長・植松治雄 日本医師会会

長）より、「国民皆保険制度を守る署名運動」

の用紙が配布された。また、12 月 13 日に

ＮＨＫクローズアップ現代で、「国民健康保

険 破綻の危機」という番組が放映された。 

 すでに政府系金融機関は、民営化が確定

されたと、数日前に新聞報道されている。 

 こうした状況を見て、健康保険の民営化

がそう遠くない未来に現実になるのではな

いかと感じた方も多かったと思う。 

 健康保険が民営化となった場合、業界と

して、そして個人鍼灸師としてどのような

対応をとったらよいのであろうか。 

 将来を見据える眼を持ちたいと思う。 
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鍼灸臨床における食養生指導について 

理事 渡邉敏宏 

 

鍼灸の臨床では各鍼灸師により、さまざ

まな考え方、治療法が存在しますが、それ

ぞれ得意とする方法で治療をし、患者さん

との信頼関係を築きながら日々努力を重ね

てゆくのは誰しも同じことだと思います。 

今回は私が日頃より心がけている、鍼灸

治療に伴う患者さん個人個人に対する食の

指導についてお話します。医食同源という

言葉を時々見かけますが、漠然としかわか

らずに使ってしまうこともあろうかと思い、

中医学の弁証論治に従っての弁証施膳（中

医診断の上での食療、薬膳を提供すること）

のことも述べてみます。薬膳というのは食

材の中に中薬（漢方薬）を入れてつくるた

めに、私たち扱える範囲外のものになるた

め、私は通常入手しやすい食材でレシピを

組み立てて指導をしています。 

私は以前ある中医師と出会ってから本格

的に中医学について勉強を始めましたが、

中医学は論理的であり診断が同じであれば

経穴も同じ作用のものを選びやすく、再現

性が高いために、理解できると診断即治療

という鍼灸医学の特徴を生かしやすいと思

っています。臨床上弁証は臓腑弁証を中心

的に使っていますが、八綱弁証や六経弁証

の一部も参考にします。「人間に一番大事な

ものは食事です」。これは私が師事した中医

師の言葉ですが、中国では古代より王の食

事を作る食医（病気にさせないための食の

管理をする）の位が一番上だったことは知

られていて、次いで疾医（内科医）、瘍医（外

科医）、獣医などがいて構成されていたよう

です。つまり、病気になりにくい体を食に

より実践してきたわけです。 

さて、現在の日本では西洋医学的な栄養

学が軸となり、食材選びの基礎になってい

ますが、現代の日本人にはメディアの影響

からか、特にカタカナ語の特殊な栄養物や、

それまで聞いたことのない微量の元素（こ

れもカタカナ語が多い）などに異常に効果

を期待したり、不摂生な生活をしながらそ

れらを飲むことで、すぐにでも健康になれ

るような錯覚をしてしまう人を時々見かけ

ますが、中医学では、「養生のできない人は

健康にはなりにくいし、病気も簡単には治

せない」、という立場をとっています。私は

その教えに従い、鍼灸治療に伴う食の指導

を常に心がけています。中国二千年の昔よ

り培われてきて、明の時代の「李時珍」が

著した本草綱目により、中医営養薬膳学（営

は治、で求めるの意味、養は長で補養、生

長という意味）は完成に近づき現在まで伝

承されてきましたが、そもそも中医学理論

の中では未病治療（予防医学）が一番重要

視されて今日に至り、薬物は最後の手段と

して考え、それ以前の問題は、医師が生活

の中の食・住・衣・行動などを指導監督す

ることで、健康を守り疾病の予防に力を注

いでいたわけです。 

さて、食材にはいろいろ薬効が期待でき

る物が多く、私たちが子供のころは冬に風

邪をひくとネギ味噌や生姜汁などを飲み、
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温かい布団に包まって汗をかいて風邪が治

った経験をしました。西洋医学的には風邪

は主にウイルスでひくために抗生物質が効

かないのに処方されていることや、のどが

痛ければ消炎鎮痛剤、熱があれば解熱剤、

咳があれば咳止めと、全部が対症療法で、

症状の軽減を目的とするも風邪自体は自分

の免疫によらなければ治らないことは周知

の事実です。鍼灸（漢方薬や薬膳も）は弁

証から導かれた本治＋標治療法であり、極

論でいえば本来適応症というのはなく、広

くどんな症状にも対応が可能なはずですの

で、患者さんが来院した際には（ぎっくり

腰でも頭痛でもニキビでも）常に症状を病

的状態ととらえての分析を心がけています。

ぎっくり腰は大抵寝不足（気虚や腎陰虚に

なりやすい）をしていて起こしやすく、重

いものを持ってなるとは限りません。脈（虚

脈が多い）を取りながら寝不足が続きまし

たね、と問いかけると、大体当たります。

そのように症状は結果であり、必ず原因が

ある（弁証求因）。それを少しでもシャープ

にとらえられれば、治療法を導きやすいと

思います。 

そこで、まず中医学の中で代表的な虚証

のタイプを四種あげて経穴、食材の関係を

表で示します。食材は基本的に体を保養す

る物なので、今回は虚証の説明をします。 

1、気虚について～気には推動、温煦（おん

く）、保護、固摂、気化などの作用があり、

気虚ではそれらの作用が弱くなったり、昇、

降などの順な方向もあるため、各臓腑にい

ろいろな症状が出る。関係臓腑は心，肺、

脾胃、腎など。 

○ 治療および指導例：合谷、足三里、三

陰交や各臓腑の補穴を使用する。時として

湿が伴いやすいのでその際は袪湿（陰陵泉

など）も考える。食の指導は山芋、干し椎

茸、鶏肉の炒め物（生姜、ニンニク、塩コ

ショウ少々）、や粟（あわ）入りお粥などを

すすめる。 

2、陽虚について～陽虚は気虚に寒証が加わ

ってくるので、寒がり、手足の冷え、尿色

白で多い、寒さで疼痛増加などが起こりや

すい。関係臓腑は心、脾胃、腎など。 

○ 治療および指導例：関元、命門、腎兪、

太谿などに補鍼（温補）や温灸などを施し、

食の指導は海老とニラの炒め物や、ラムと

ネギのピリ辛スープなどをすすめる。 

3、血虚について～血は臨床的には心、脾、

肝との関わりが深く、気は血の帥のため気

との関係も深い。 

○ 治療および指導例：心兪、膈兪、神門、

肝兪、三陰交、足三里などに補鍼を施し、

食の指導はほうれん草の胡麻和え、きくら

げとイカの温スープなどもよい。 

4、陰虚について～陽虚が寒証になるのに対

して、陰虚は熱証（虚熱）のため、のぼせ

感や不眠、口渇、尿黄、耳鳴り、耳聾、手

足のほてりなどが加わり、脈も細数になる

ことが多い。関係臓腑は心，肺、胃、腎な

ど。 

○ 治療および指導例～臨床的に腎陰虚を

中心に考えるが、陽虚も陰虚も腎精の中の

虚のため陰陽のバランスを保つことが重要。

復溜、太谿、腎兪などを配穴して、食の指

導は辛味（唐辛子、胡椒、山椒など）をや

めさせて、ほてりが強ければ苦味（苦瓜、

キュウリ、茶など）を使って清熱しながら

滋陰作用のものを使う。百合根入り茶碗蒸

しや、牡蠣の牛乳スープなどをすすめる。 
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※ 体質に合った食材と使用経穴例 

分類 主な症状・状態 注意点 よく使われる食材 経穴 
気虚体質 疲れやすい、髪の艶が

ない、立ちくらみ、自

汗、息切れ、軟便や下

痢、唇の色が淡い、舌

やや胖大、歯痕、脈虚,
緩、無力など 

苦味、寒

性、生も

のをあま

り摂らな

い 

米、もち米、粟、大麦、

山芋、人参、じゃが芋、

南瓜、キャベツ、カリ

フラワー、インゲン、

椎茸、なつめ、豆腐、

蜂蜜、鶏肉、豚肉、牛

肉、 

百会、膻中、気

海、足三里など 

陽虚体質 
 

顔面や口唇蒼白、寒が

り、手足冷え、下痢、

尿白、腰痛、舌淡紫、

苔白滑、脈沈遅無力な

ど 

苦味、寒

性、生も

のをあま

り摂らな

い 

ニラ、ネギ、からし菜、

唐辛子、生姜、にんに

く、なた豆、栗、クル

ミ、茴香、シナモン、

丁字、海老、羊肉、牛

肉、鶏肉、 

関元、命門、太

谿など 

血虚体質 顔色がすぐれない、め

まい、動悸、目のかす

み、手足のしびれ、痙

攣爪の変色や折れや

すさ、便秘がち、舌淡

白、脈細、無力など 

辛味、苦

味，芳香

性のもの

をあまり

摂らない 

ブドウ、ほうれん草、

人参、龍眼、ライチ、

なつめ、落花生、黒胡

麻、松の実、金針菜、

きくらげ、豚レバー、

豚ハツ、なまこ、魚、

イカ，タコ 

膈兪、肝兪、脾

兪、足三里など 

陰虚体質 頬部の赤味、のぼせ

感、口渇、咽乾、目の

疲れ、尿黄、便秘、腰

酸痛、手足のほてり、

不眠、多夢、舌赤、裂

紋、脈細数、苔少など 

温熱性の

食材をひ

かえる 

小麦、梨、ブドウ、白

菜、山芋、百合根、き

くらげ、黒胡麻、松の

実、クコの実、スッポ

ン、鮑、牡蠣、ホタテ、

カニ、イカ、牛乳、乳

製品、卵、烏骨鶏 

太谿、復溜、腎

兪など 

 
※ 私を含めて鍼灸を業とする方々は時々

患者さんから、「私はこのような状態の時、

何を食べたらよいでしょう？」というよう

な質問をされて答えなければならない場合

がよくありますが、皆さんはどうお答えで

しょうか？ なかなか難しい問題ですが、

ある方は西洋医学的に説明をしたり、自分

の信じている食材学で話したりすると思い

ます。それぞれ意味のあることですが、新

しい理論が出たりすることで、考え方が変



 22

わったりして一貫性がないこともあり、私

はあまり変化がない中医薬膳営養学の立場

で説明をしています。 
※ 中薬（漢方薬）と食材には四気（四性と

もいい、温、熱、涼、寒の作用に分類）と

五味があり、経穴にはそれらがありません。

四気とは食材の作用のことで、温熱性と涼

寒性の二つに分かれる。温・熱は温める作

用と熱くする作用のこと。涼・寒は熱を冷

ます作用と、冷やす作用のことで程度のち

がい（米やかぼちゃは温性・胡椒やシナモ

ンは熱性・キュウリやレタスは涼性・苦瓜

は寒性など）。それに、五行の色体表での五

味の分類は知っていても、五味が体にどの

ように作用するのかは鍼灸師の立場からは

あまり詳しく知らない方が多いと思います

ので、簡単に説明をします。酸味は収斂（し

ゅうれん）といい、縮める作用、つまり汗

の出すぎ・下痢・頻尿・咳などに、苦味は

清熱（熱を下げる）・通便・解毒・燥湿（余

分な水分を処理）作用、甘味は補益・和中

（胃痛を止める）・緩急（痛みを和らげる）

作用、辛味は発散・行気・活血・滋養（体

を温めて、気血をめぐらせ、疼痛も緩和）

作用、鹹味は軟堅・散結・瀉下・滋養（腫

瘍などを軟らかく、利尿、便秘の改善、腎

精の補・特に腎陰）作用がある。 
○ 経穴に四気五味がないため、穴（五行穴

など）の特性を生かし、鍼灸の補瀉や各種

手法にて、四気の意味や五味の作用に近づ

けながら、さらに食の指導をすることで患

者さん本人の健康管理がより良いものへと

近づく。臨床では時々、ニキビ、赤味，腫

れなどの熱証があるのに、カプサイシンが

体によいからといって唐辛子をよく食べた

り、寒がりの割には冷たいジュースや生野

菜はビタミンが豊富だからという理由で、

冬でもバリバリ食べている。といった人を

見かけますので、食生活をよく聞くことも

大事です。 
○  臨床では型にはまったような虚証ばか

りでなく、虚実混合の証、気滞、瘀血、

痰湿、湿熱、またはそれらの入り混じっ

た状態など難しい実証も多いですが、今

回は理解しやすいもののみを取り上げ

てみました。食材の表を参考にして患者

さんの食の指導に役立てば幸いに思い

ます。 
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編集後記 

 わたしは文を書くのがとても苦手で、編

集後記がなかなか書けない。会報を発行す

る時期になると、少し憂鬱になる。文章下

手は、日頃からコンプレックスに感じてい

たことで、このことを克服するために、ブ

ログ（インターネットの日記帳のようなも

の）を始めた。書くことを練習し、この次

はすらすらと編集後記を書けるようになっ

ていたい。会津ではいつもより早く雪が降

り、永い冬になりそうだ。寒さと雪にまけ

ずにがんばろう。（Ｙ） 
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