目

次

新春のごあいさつ
会

長

安齋昌弘

・・・・・・1

学術部長

三瓶真一

・・・・・・2

永山剛士

・・・・・・6

三瓶真一

・・・・・・8

第６回日鍼会（京都）講演記

第６回日本鍼灸師会全国大会に参加して

日鍼会専門領域研修会 共通科目研修会報告
学術部長

第 17 回郡山シティーマラソン大会 ボランティア治療活動報告
スポーツ治療チーム事務局

遠藤賢一

・・・・・・11

中沢良平

・・・・・・13

今泉洋平

・・・・・・15

今泉洋平

・・・・・・18

公益事業としての介護予防
副会長

介護予防運動指導員の活動について

福島県プライマリ・ケア研究会について

新春のごあいさつ

会

長

安齋 昌弘

明けましておめでとうございます。昨年の真夏は猛暑で熱中症に罹患された方も多く、
毎日の様にニュースで伝えられて居りました。長期の天気予報によるとこの冬は激寒との
ことであったが、秋が長く初冬に入っても寒暖の差が大きく、風邪・感冒・ノロウイルス
等の感染拡大する傾向にありますが各位におかれましては、新春を健やかにお迎えになら
れたこととご推察申し上げます。
さて、第 44 回東北鍼灸学会学術大会も福島県、郡山市、鍼灸学校、報道機関等々の後援
を戴き、一般口演、実技供覧に加え、「公開講座」講師 福島哲也先生（灸法臨床研究会代
表）、
「青年部経営講座」講師 中沢良平先生（福島県鍼灸師会副会長）、
「特別講演」講師 菅
原時子先生（国際パフォーマンス研究所インストラクター）の内容で、充実した大会を閉
じることが出来ました。これも会員が一丸となって運営にご尽力下さいました結果と厚く
感謝申し上げます。
日鍼会は平成 22 年９月に公益社団法人日本鍼灸師会として認定されました事は、ご承知
のとおりでありますが、福鍼会も新法人移行に向けて、中沢総務部長 佐藤財務部長の二人
は、県や日鍼会、東北ブロック会等々のセミナーに出席し更に多方面からも情報の収集を
重ね、昼夜休日まで費やし原案のまとめに取り組んで居り、それらの作成資料を元に理事
並びに移行委員会を開き、大変な作業を経て平成 23 年度の総会には、新法人移行について
の再度承認を頂き乍ら申請できるよう検討をしているところであります。
財団法人地域社会振興財団福島県プライマリ・ケア研究会が発足し、10 月 23 日（土）24
日（日）地域医療を考える研修会が天栄村生涯学習センター“文化の森てんえい”で開催
されました。この研究会に後援をいたしました。私たち鍼灸師がすでに実施している疾病
の予防と治療、介護予防運動指導員として地域社会の健康推進に寄与している中で共に活
動が出来る事が多いと思います。尚この研究会の発足にあたり本会の中沢副部長が同研究
会の副会長に、遠藤普及部長が事務局員の役員として活躍致して居り合わせて発会式、研
修会に時には、福鍼会のメンバーの支援に重ねて感謝致します。
公益社団法人日本鍼灸師会の第 20 回介護予防運動指導員養成講座が福島県を会場に１月
９日より２月 13 日まで５回開催され、本会員も多数受講されることと思います。そして指
導員となられた時には、公益的に地域支援事業として高齢者の方々を含め社会に貢献して
いけるよう本会の事業として取り組んで頂きたいと存じます。末尾になりましたが、平成
22 年５月３日付けで福島県知事表彰状（保健衛生功労）を戴きました。この表彰は会員全
体が県民の健康増進と疾病の予防に鍼灸を通し貢献された証しとして受けたものと思って
おります。ここに報告と心より御礼を申し上げます。
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第６回日鍼会大会（京都）講演記

学術部長

三瓶 真一

今年は専門領域研修に財団の生涯研修会、東北鍼灸学会福島大会開催に、一部の先生は
介護予防運動指導員養成講座と息をつく暇もないほど忙しい一年だったと思います。
私も光栄なことに第６回日鍼会大会京都大会にて講演を依頼されまして、その準備のた
め忙しい一年となりました。その報告を綴ってみたいと思います。
ます。天気が良ければ富士山くらい見える

＜大会前日・10 月９日＞
『関西へ学会などでお越しの際は、ぜひ

か・・・と期待しましたが、道中の窓から

寄ってください』と、懇意にしていただい

見える景色は雲の中で真っ白け・・・まる

ている滋賀県栗東市で開業している産婦人

でこれからの前代未聞の講演の行く末を暗

科の千葉隆史先生の数年越しのお誘いで、

示しているように思えました。

大会前日に大津のプリンスホテルで会食す

講演の打診があったのは、第５回大会（東

る事になっていました。そのため前泊で大

京大会）の時。以前から親交のあった京都

阪～京都経由で滋賀県の大津市を目指しま

の中村学術部長と京都府師会専務理事の熊

す。

野先生から、
『京都大会のテーマは“鍼灸だ
から治せる”なのだけど、不妊症でうちの

昼まで仕事をして、福島空港から午後３
時半発のアイベックス航空 78 便に乗り込

中村先生とどうかな？』と声をかけられた

みました。

のがはじまりでした。
今年の春くらいから、講演の内容につい
ての具体的な話し合いがはじまりましたが。
私と中村先生のダブル講師で３時間の講演。
おのおの妊娠症例を 50 症例ずつピックア
ップし、その中から講演前日に聴講者に聞
きたい症例を選ばせて数例を発表するとい
う前代未聞の講演として企画が出来上がり
ました。このようなやり方が果たしてうま
くいくのか・・・参加者でごった返す会場
でどうやって聴講者に症例を選ばせるのか。

（まさに、『五里霧中』の窓の外・静岡上空）

そんな心配から今飛んでいる空同様にまっ
秋の三連休の初日、50 席の小さなジェッ

たく何も先が見えません。

ト機は満席でした。小雨の福島空港を軽や

講演は大会二日目で、その前日に会場で

かに離陸し、一路大阪・伊丹空港を目指し

症例一覧を掲示してアンケートを取るとい
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う事になりました。さてそんなギミックが

＜大会一日目 10 月 10 日＞

うまくいくのでしょうか･･･などとうつら

この日は大会一日目として昼の開会式か

うつらまどろみながら考えていると、定刻

ら夕方までびっしりとプログラムが詰まっ

通りの夕方５時に機はやはり小雨模様の伊

ていました。

丹空港に到着しました。大阪・伊丹空港か

翌日の受け持ちの臨床特別講座では、聴

らはリムジンバスで約１時間揺られて京都

講者から聞きたい症例を選ばせるアンケー

駅へ。そこで産婦人科の千葉医師と面識の

ト症例が会場に掲示されました。私の 50 症

ある中村先生と合流して、電車で大津へ向

例、
中村先生の 50 症例の合計 100 症例から、

かいます。

妊娠時年齢や治療歴、治療の内容について

大津プリンスホテルにて先に来て待って

のダイジェストからアンケートを取り、そ

いただいていた、ちばレディースクリニッ

の日夕方６時に集計して発表する症例を決

クの千葉隆史院長、事務長さん、助産師さ

めると言うものです。その準備のため一日

ん、看護師さんなど、なんと総勢６名での

目の大会のプログラムは一切聴講できず、

大接待。
『千葉先生、今日はずいぶん前から

持ってきた 50 症例のプレゼンをチェック

楽しみにしていたんだよ』と中村先生に耳

したり、基礎体温表などの資料のチェック

打ちされ、大変恐縮しました。また今夜の

などに忙殺されて一日が過ぎました。

夜間分娩になるかも知れない患者さんが入

懇親会だけは中村先生と座長役の秋森・

院しているそうで、急遽代診の先生を一人

群馬県鍼灸師会副会長と揃って参加しまし

頼んできたとか･･･。頭が下がりっぱなしで

たが、まさにこのときアンケートを集計し

した。地上 36 階から夜の琵琶湖を眺め下ろ

ていて、その結果が大会事務局から携帯に

し、松茸や落ち鮎の京料理をいただきなが

メールで届くというシステムでした。メー

らの会食は楽しく、千葉先生からは産科に

ルがそろそろ来る頃か？と、新・都ホテル

まつわる興味あるお話しをたくさん聞かせ

の豪華なフルコースのフレンチを前にして

ていただけました。

も食欲が一切なく、私も中村先生も胃に穴
が空くような緊張感の漂う懇親会でした。
懇親会後はすぐに３人でホテルに戻り、
選定された症例をもとに発表の段取りを考
えます。症例についてはアンケートによっ
て選ばれた上位各自３症例ずつ発表し、ま
たおのおのの不妊症に対する治療の持論を
展開する事になり、私が持っている症例の
プレゼンファイルを中村先生の症例に連結
させたり、また各治療論のファイルと連結
させ、日付が変わるまで講演のシミュレー
ションをしました。

（このときの写真がなかったので、同じ部屋の昼の写真）
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＜大会二日目 10 月 11 日＞

１）症例９：不妊歴 11 年（妊娠時 14 年）
で体外受精３回反復失敗。鍼灸単独２年６
ヶ月での自然妊娠・出産例。
２）症例 12：不妊歴８年、PCOS（多嚢胞性
卵巣症候群）で腹腔鏡下卵巣焼灼術実施後、
人工授精 4 回失敗、鍼灸単独３年２ヶ月で
自然妊娠・出産した症例。
３）症例 36：47 歳、人工授精 13 回

体外

受精２回失敗後鍼灸を行い、人工授精再開
後 3 回（16 回目）で妊娠した症例。
最初から症例発表を行わず、まず最初に

（会場である、京都テルサ）

座長の秋森先生が不妊症の疫学や定義をお
大会二日目、と言うことは講演を行う日。

話し、私が『基礎編』と名付けて不妊症の

朝９時から講演開始で、修了は 12 時。実に

簡単な説明を行いました。おもな不妊症の

３時間という長丁場です。ホテルで中村先

原因について触れ、つづいて中村先生が最

生、秋森先生とミーティングをしながら朝

新の不妊治療のトピックスを話してから症

食を食べ、戦場である京都テルサの玄関前

例発表に入りました。

で記念撮影をします。

（左から中村先生、ひとりおいて座長の秋森先生、私）

会場は 168 席の中規模の会議場と言った
私の 50 症例の中からは、次の３症例がピ

ところでしたが、予想以上に聴講者が入り、

ックアップされました。50 症例のうちどれ

補助椅子を通路に並べたり、また開始後か

が選ばれても発表できるようにすべてプレ

らは立ち見が出たりと会場は聴講者がぎっ

ゼンのファイルを作っておきましたが、体

しりと詰まりました。受付でカウントして

外受精のアシスタントで鍼灸が役立ったと

いたセクション責任者の話では、入れ替わ

いうような症例より、難治なケースでの自

りがあったが 300 人位は聴講者があったと

然妊娠に票が集まったという印象がありま

の事でした。

した。
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長の秋森先生の結びのお話で講座を無事終
える事が出来ました。
講演が終わって会場から退場になっても、
最後まで会場に残っていてくれたのは以前
に青年部委員会で委員をしていた仲間の先
生たちでした。聴講者が多くて気がつきま
せんでしたが、旧い仲間に見守って頂いて、
無事講演を終える事が出来ました。
往路と違い、帰りは新幹線。京都から東
京までは“のぞみ”で。東京～新白河まで
開業の傍ら、京都でも随一の高度生殖医

は“やまびこ”。帰りの京都駅で秋森先生と

療を行うクリニックの中で鍼灸不妊外来の

近藤前日鍼会青年部長と３人で鰻屋で乾杯

担当もしている中村先生。特殊な症例があ

したせいか、アルコールが廻って寝っぱな

ったりその病態の把握はやはり鍼灸師離れ

しで帰ってきました。

していました。かたや私は一介の田舎の開

大阪～京都～滋賀と急ぎ足で巡り、ホテ

業鍼灸師。専門医に患者さんの精査や加療

ルに缶詰になった事しか覚えていませんが、

の依頼はすれど、ごく一般の鍼灸院の代表。

このときの講演の内容についての質問が今

しかしながら難治性不妊、特に原因不明症

でも時折電話で来る事があります。特に講

例での自然妊娠には、自分なりにその治療

演から１ヶ月も経った頃、山口県鍼灸師会

哲学は持っているつもりです。それを話す

の橋本副会長からはたくさんの質問をいた

時間もたくさんあったので、思いっきり持

だき、よくも講演の内容を覚えていたもの

論を展開させて頂きました。

だとびっくりしました。それなりに聴講者

発表後は多くの質問がありました。覚え

のみなさんには印象に残ったのでしょうか

ているだけのもので、年単位での長期治療
例が多く、なぜ長期間治療できるのか？
PCOS の患者さんを扱っているが、治療期間
の設定や生活指導はどうしているのか？
妊娠後、流産予防の治療は不妊の治療とど
う違った治療を行うのか？

など即答出来

かねるような高度な質問も多く、不妊治療
について詳しい先生が多く聴講していた印
象がありました。
（左から久保先生・福井、近藤前日鍼会青年部長、林先生・
京都、私、横山先生・香川、中村先生、佐竹先生・福井）

私のあとは中村先生の 3 症例の発表があ
り、中村先生もご自身の症例を紹介するに
あたり、最新の生殖医療の知見を交え、力
を込めてお話ししていました。そして 3 時
間という長丁場もあっという間に過ぎて座
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第６回 日本鍼灸師会全国大会に参加して

永山 剛士
10 月 10 日と 11 日の２日間に渡って第６

10 日の 10 時に集合し、リハーサルが行

回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会が京

われました。リハーサルは前日のメールで

都で開催されました。私は、一般口演で症

知らされた為、口演者の中にはメールに気

例発表をさせていただきました。症例内容

付かなかった方が数人いた様で少しトラブ

は昨年夏に東京で行われた第 29 期鍼灸臨

ルが発生していました。一般口演は２日間

床研修会に参加し、研修してきた内容をも

で合計 21 席あり、全ての演者がリハーサル

とに臨床報告レポートを作成。無事合格を

を行う予定となっていました。私の発表は

もらい、その中の１つの症例を発表すると

初日の第４席でしたが、変更で第３席に繰

いうことで、「姿勢不良と過労による頚椎

り上がりました。一般口演の制限時間は８

症」を発表させていただきました。

分。リハーサルでは 10 分を超えてしまいま
した。もちろん駄目だしを食らうことにな
りました。演者は原稿をしっかり暗記して
演台に立ったら時々ちらっと見る程度で、
聴講者の方を見て堂々と、映し出されたス
ライドも時々みながら発表するのが望まし
いとのこと。緊張でそれどころではありま
せん。しかも、約３分オーバーであちらこ
ちら次々と「それ削除」、「それ言わなくて
いいから」と発表までに修正をするように
いわれました。次々とリハーサルが進めら
れ、他人の事よりも自分のことでいっぱい
でしたが、ほとんどの方が修正を余儀なく
されていました。時間も進む中パワーポイ
ントと原稿の修正に追われました。時間を
かけて原稿を暗記していたのですが、覚え
ていた事を話さないで次に繋げて話すとい
うのは大変難しかったです。
そして本番。リハーサルを行った時の緊
張感とはまたひと味違った緊張が押し寄せ
てきました。自分で発している言葉がよく
6

わからない程でした。あっという間に発表

致しました。２つ目の質問では、PC 作業を

を終了させてしまいましたが、終了して間

するときの姿勢についてでした。３つ目は、

もなく質疑応答の時間となり、一般聴講者

姿勢を意識するあまり逆に緊張して疲れて

からは３つ質問を受けました。鍼灸に関し

しまう場もあると思いますが、先生の考え

た質問を想定していましたが、３つとも姿

方ではどのように指導されているのでしょ

勢に関した質問でした。私は、鍼灸師であ

うかというものでした。何れも普段から指

りながら、健康運動指導士の資格を有して

導している内容や私の考えを素直に回答で

おり、生活指導の一環として運動指導も取

きたことが、後ほど聴講されていた先生方

り入れておりますが、まさかここで活かせ

から堂々としていたと高い評価をいただき

るとは思ってもみませんでした。１つ目の

ました。しかし、私自身の評価では、65 点。

質問では、私が指導した正しい姿勢とは具

反省点も多くあり、発表する立場ではあり

体的にどのようなものであったかというも

ましたが、いい勉強になりました。正に臨

ので症例発表の中では、立位と椅子に腰か

床研の意義と目的が果たされたのだと思い

けた座位で姿勢の正し方を指導した例を紹

ます。

介しましたが、それを実際演台の上で披露
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日鍼会専門領域研修会 共通科目研修会報告

学術部長

日鍼会では専門領域研修として、第１回

三瓶 真一

す。

スポーツ傷害、第２回老年医学、第３回婦

今年度だけで 20 単位を取得できる研修日

人科疾患、第４回として鍼灸医療リスクマ

として、現在まで下記の日程で開催してき

ネジメントを開催しています。本会でも第

ました。

一回（平成６年）～第３回（平成 15 年）ま
で修了し、今年度から来年度まで二年度に

８月１日：12 単位（症例発表集中講座）

渡って第４回の専門領域研修会を開催して

（症例発表および聴講６単位＋医療概論３

います。

単位＋医療連携と紹介状の書き方３単位）

この専門領域研修会の履修単位は、基礎

11 月７日：２単位（保険取扱講習会）

科目 80 単位、共通科目 20 単位、専門科目
で 50 単位の合計 150 単位の履修が必須とな

23 年２月 27 日、３月 27 日の青年部との

っています。周知のように基礎科目 80 単位

共催講習会にて、残りの６単位について実

は、平成５年以降に鍼灸師免許を取得され

施いたしますので共通科目の取得の必要な

た先生（財団免許）、厚生大臣指定講習会修

先生はぜひがんばって取得してください。

了の鍼灸師は免除、また共通科目の 20 単位
は臨床研修了者、鍼灸学校教員免許所持者

ここで８月１日実施の症例発表集中講座

は免除となっています。

について、会員のみなさんにご紹介いたし

今年度からはじまった第４回専門領域研

ます。

修会開催にあたって、最近入会した多くの
先生は共通科目の 20 単位を取得しないと
専門領域研修を修了することができません。
そこで本会では、新しく入会された会員

開催日：８月１日
会

場：ビッグアイ７階 第一会議室

の先生に不利にならぬよう専門科目だけで
はなく開催日を絞って共通科目の 20 単位

１）症例検討会：６単位

を取得できるよう集中研修を行うことにし

（症例発表５単位・聴講１単位）

ました。

講師・三瓶 真一

共通科目の 20 単位は専門領域研修会で今

第一席

回以降新しいテーマのものがはじまっても

ベル麻痺に対する鍼灸治療

改めて履修する必要はありません。今履修

大越 めぐみ

しておけば、あとあと非常に有利になりま
8

第二席
喉の違和感に対する鍼灸治療の一例
根本 一郎
第三席
胃潰瘍に対する鍼灸治療
田村

龍

第四席
治療の付加価値向上について
(耳つぼジュエリーのアンケート調査)
片平 好晃

（片平先生：治療の付加価値向上について）

第五席
経筋治療による腰痛の 1 症例

＜総評＞

小沼 慎介

どの先生の発表も基本的な診察手技を含

第六席

む患者観察がよくなされており、このよう

蕁麻疹に対する鍼灸治療

な身内の発表会だけではなく、少々推敲す

相田 洋二

れば東北鍼灸学会などでの発表には十分な

第七席

ものだと思われました。また通常の学会発

上腕二頭筋長頭腱炎の一症例

表で用いられる MS パワーポイントでの発

柏原 修一

表にも、このソフトを持っていない先生は

第八席

わざわざ購入されたり、パワーポイントの

殿部痛に対する鍼灸治療の一例

入ったパソコンごと購入された先生もいら

今泉 洋平

っしゃって、頭の下がる思いでした。

第九席
変形性膝関節症に対する

２）医療概論：３単位

鍼灸治療の一例

講師：白井 和弥先生

箱岩 義郎
第十席
臀部から大腿裏の鈍痛に対する
鍼灸治療の一例
熊谷

博

第十一席
急性外傷に対する鍼灸治療の一例
（肩関節脱臼に対して自分ができたこと）
米倉 良平
白井先生には医療概論として、鍼灸師の
倫理、鍼灸治療における説明と同意、医療
における鍼灸の位置について、特別に資料
9

を作っていただきお話しいただきました。

矢吹先生には、医療連携と紹介状の書き
方医療連携と鍼灸院として、紹介状の書き

３）医療連携と紹介状の書き方：３単位
講師：矢吹

方、報告書の書き方、特に地域医療と鍼灸

淳先生

院の関わりについてお話しいただきました。
今年度は２月 27 日（日）、３月 27 日（日）
について、青年部主催・学術部共催の講習
会にてそれぞれ３単位ずつの共通科目研修
を開催し、20 単位を実施完了といたします。
今年度でほとんどの先生は共通科目が終了
する予定ですので、来年度は共通科目研修
会は行わず、単位の満たない先生にはレポ
ート提出などで単位を取得していただく予
定です。

■ 平成 23 年１～３月までの講習会案内 ■
平成 23 年１月 30 日（日）

郡山・ビッグアイ７階 第二会議室

本会冬季学術講習会 兼 財団共催生涯研修会

午前 10:15～

（６単位）

兼 第４回専門領域研修会（６単位）
・特別講演

『医の倫理－話し合うことから－』
福島学院大学名誉教授

・講 演 １

『プライマリ・ケアについて』
本会副会長

・講 演 ２

菊地 史子 先生
中沢 良平 先生

『社会が求める「鍼狂人」－あの人の患者になりたい－』
東日本医療専門学校鍼灸スポーツ科学科学科長

川嶋 和義 先生

午後４時より５階イタリアン・ピアチェーレにて東北鍼灸学会慰労会（会費 1,000 円 要申込・三瓶まで）

平成 23 年２月 27 日（日）

郡山・ビッグアイ７階第二会議室

青年部主催講習会 兼 財団共催生涯研修会

詳細未定

（４単位）

兼 第４回専門領域研修会（４単位）
共通科目研修会
平成 23 年３月 27 日（日）

（３単位）

会場・詳細未定

青年部主催講習会 兼 財団共催生涯研修会

（４単位）

兼 第４回専門領域研修会（４単位）
共通科目研修会

（３単位）

（専門領域研修・生涯研修会についてのお問い合わせは学術部長：三瓶まで）
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広告

11

第 17 回 郡山シティーマラソン大会
ボランティア治療活動報告

スポーツ治療チーム事務局

遠藤 賢一

今年の郡山は４月 17 日、22 日と雪が降り、そのお陰か４月 29 日（昭和の日）は、晴天
に加え満開の桜の見守る中、「第 17 回郡山シティーマラソン大会」開催となりました。今
大会の参加者は、6,040 名を数え、大会史上最多の参加人数となりました。
今大会も 29 名の鍼灸師と鍼灸専門学校生 6 名、計 35 名というたくさんの方々のご協力
のもと、鍼灸を主体としたスポーツ治療を通して地域社会に貢献するというボランティア
活動を行ってまいりましたので、以下に、ご報告いたします。
《第 17 回郡山シティーマラソン大会ボランティア治療活動報告》
日

■ 部位別（重複）

時：平成 22 年４月 29 日
（木曜日･昭和の日）

場

所：郡山開成山陸上競技場

頚肩背部

41 名

腰臀部

85 名

収容人員：161 名（男子 117 名･女子 44 名）

上肢

4名

活動時間：午前７時～午後２時（７時間）

下肢

123 名

活動内容
■ 症状別（重複）
筋肉疲労

94 名

筋肉痛

60 名

関節痛

33 名

肉離れ

3名

痙攣

5名

積極的コンディショニング

10 名

喘息

2名

医務室へ

1名

その他

4名

（陸上競技場のフィールドから見える看板）

※その他の内訳
坐骨神経痛、リウマチ等
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■ 治療別（重複）
スポーツはり治療
スポーツマッサージ治療

（株）カナケン様のご協力の賜物であった
と考えております。心より感謝申し上げま

61 名

す。

133 名

テーピング

8名

ストレッチ

6名

アイシング

1名

※アイシングについては、上記以外に、アイスボッ
クスを待合スペースに設置し、自由に活用してもら
った。

上述のように、収容人員も過去最高の 161
名で、待合室に入りきれず待ちきれなくな
り、諦めて帰られた方も 10 名以上おられま
した。インターネットで検索をすると「ト

（ボランティア治療風景）

レーナーの治療を受けられる」ということ
が、＜大会の特典＞の欄に掲載されている

来年度より、スポーツ治療チーム事務局

サイトもあり、活動が一般に認知されてき

が、遠藤から今泉洋平先生に変わります。

た一つの表れではないかと推察いたします。 今泉先生は、青年部でも活躍されフットワ
また、記録を検証すると、全体の約７割の
ーク抜群の先生です。来年度からも今まで
方が初めてトレーナールームを訪れており、 同様にスポーツ治療チームの活動にご協力
毎年、参加者の期待を裏切らないよう、緊
いただけますようお願いを申し上げて、活
張感の中で活動を行っております。

動報告とさせていただきます。

佐藤今一先生の事務局を引き継いで“継
続は、力なり”という言葉を信じて活動を

長い間、誠にありがとうございました。

続けて、第９回大会から９年目を迎えまし
た。これもひとえにお忙しい中、お時間を
作って参加いただいた会員の皆様はじめ

（社）福島県鍼灸師会スポーツ治療チームでは、ボランティア治療に参加していただける
会員を募集しています。
問合せ先：（社）福島県鍼灸師会スポーツ治療チーム 事務局 遠藤賢一
電話･FAX 024-961-2389
E-mail:teruterubouzu@beach.ocn.ne.jp
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公益事業としての介護予防

副会長

中沢 良平

う大きな公益性があります。

介護予防運動というと、秋の交通安全運
動といったキャンペーンのスローガンと思

そこで、福島県鍼灸師会の介護予防運動

ってしまいますが、実は介護を受けないた

指導員有志は、どのような取り組みをして

めの運動指導という意味なのです。ご高齢

いるのか、始まったばかりの活動ですがご

になると足腰の筋力が弱くなり、そのこと

紹介します。

により転倒しやすくなります。もし転倒し

介護予防運動指導にかかわるには、地域

骨折されると、それがきっかけで寝たきり

包括支援センターの事業に参入することが

の要介護となるケースは珍しくありません。 一般的ですが、まずは自主的に市内の公民
その介護を受けないための筋力トレーニン

館をお借りして「あさかの介護予防教室」

グを介護予防運動指導といいます。

を開催しました。これは、自分たちの指導

しかし、やみくもに運動すればいいとい

の勉強を兼ねていましたので、参加費を無

うわけではなく、高齢者包括的運動トレー

料として参加者を募りました。募集は 10 名

ニングという理論のもと進められるのが理

でしたが、日頃から体力が衰えてきたこと

想です。ただ、誰でもその運動指導員にな

を心配されている方が多いせいか、すぐに

れるわけではなく、医療系国家資格を持つ

定員となりました。

鍼灸師、正式にははり師 きゆう師は、その

次に取り組んだのは、社会福祉協議会の

研修を受ける資格を持ち、所定の研修を受

介護予防事業で、
「自立高齢者を対象とした

けた後、介護予防運動指導員として登録さ

いきいきデイクラブ事業」というものです。

れ運動指導にあたることができます。

こちらも有志のボランティアでおこないま
した。

実は、この介護予防は、鍼灸師会の公益

鍼灸師以外の方も介護予防運動指導され

目的事業の一つとなります。
鍼灸師会の主な公益目的事業は、学術、

ていますが、我々はその資格を活かし、運

広報、そして介護予防です。学術は会員の

動後のストレッチに小児ハリといった刺さ

資質向上となり、市民への公開講演を開催

ない接触鍼で、疲労した筋肉をほぐすこと

することで公益性があります。また広報に

も加えたりします。参加者から楽になった

ついては、会員のみならず市民にも健康増

と好評で、鍼灸に興味を持っていただける

進に役立つ記事を掲載することにより、公

ようになりました。

益的性格を兼ね備えることができます。そ

実際、運動を続けていると２割近くの方

して介護予防は、要介護者を出さないとい

が腰痛や膝痛でリタイヤされるという報告
14

もあり、そうした方を鍼灸医療で運動の現

が一箇所の鍼灸院でできたら、利用される

場へ復帰させることも大事なことだと思い

方は便利です。

ます。痛みを取り除きながら運動を続けて

鍼灸師会は、地域公民館などで介護予防

もらうということができるのも、鍼灸師な

教室を開催することにより、要介護者を減

らではと思います。

らすきっかけになるといった、公益事業と

それと、ほぼ毎回聞かれるのが、
「介護予

して取り組める可能性があることがわかり

防運動教室が終わったら、どこかで運動を

ました。その後継続して運動指導を受けた

継続してできるか」という問い合わせです。

い場合は、介護予防運動指導員のいる鍼灸

地域支援事業では、決まった回数しか開催

院で続けることも可能で、個人の鍼灸師と

されず、長期間にわたって開かれることは

しても地域貢献ができることもわかりまし

ありません。その後の運動はご本人自身の

た。

努力となります。しかし、お一人で続ける

会としての公益事業、そして個人鍼灸院

のは困難なようです。そうした場合、介護

としての地域貢献、ともに将来大切なこと

予防運動指導員の資格を持った鍼灸師の治

になると予測しています。

療院に行かれることをお勧めします。痛み

詳しくは、お近くの介護予防運動指導員

を取りながら、弱った筋肉を鍛える。それ

の資格を持った鍼灸師にお尋ねください。
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介護予防運動指導員の活動について

今泉 洋平
私が介護予防運動指導員の養成講座を受

なることを防ぐこと。また、既に要介護状

講したのは 2009 年 11 月～2010 年１月のこ

態の場合は、その状態が悪化しないように

とでした。介護予防運動指導員として東京

すること」です。制度の面から見ると、一

都老人研究所に登録されたのが今年（2010

つは要支援状態の高齢者に対して、介護保

年）の３月です。この原稿を書いている時

険の予防給付により行うサービスを介護予

点では、まだ介護予防運動指導員の資格を

防といいます。また、もう一つは、要介護

取得して１年未満ですが、この資格を利用

認定でいう要支援の状態に近い「特定高齢

していくつか積極的に進めてきた活動があ

者」
（虚弱高齢者とも言う）に対して、自治

ります。鍼灸師が介護予防を取り入れるこ

体が地域支援事業で転倒予防教室や口腔機

との効果・意義・展望等については、他の

能改善などのサービスも介護予防といいま

先生方のご意見を聞かれるのが相応しいと

す。これらの中で、われわれ鍼灸師が介護

思いますので、ここでは、なるべく私がど

予防運動指導員の資格を取得した場合に参

のように活動したかということに絞ってご

加可能なものは、
（自治体の状況により参加

報告します。

できるかどうかは異なりますが）自治体が
行う地域支援事業の筋力アップ教室や転倒
予防教室などです。

「私の活動に絞って」と書いた直後にそ
の範囲を外れてしまいますが、介護予防に
ついて少しご説明します。介護予防とは、

ここからが私の活動についてです。まず、

私なりに簡単にまとめると「要介護状態に

私が市の行う地域支援事業に関わった経験
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について述べさせていただきます。自治体

の地域支援事業について知りたい場合には、

によって状況が異なりますので、以下の内

まず自治体の担当者と話をして確認するこ

容は参考程度に考えて頂ければと思います。 とが大切だと思います。
私は現在、市の転倒予防教室へ見学という
形で参加しています。ここで実際に教室で

次に、公民館を利用して行うボランティ

の指導を受け持つためには、介護予防運動

アの教室についてです。介護予防の運動指

指導員という資格だけでは不十分であり、

導を行うには、広くなくても良いのですが、

市の事業で運動指導の経験があるというこ

ある程度の場所が必要です。私の場合、自

とも必要な条件とされています。もし経験

分の治療院に運動指導を行えるような空き

がない場合は、一定期間見学という形で参

スペースが無いため、治療院以外で運動指

加する必要があります。ここでは少数の介

導に使える場所を探すことになりました。

護予防運動指導員がたくさんの教室を受け

公民館は十分な広さがあり、高齢の方々の

持っているようです。おそらく 1 日数時間

利用者も多いので参加者募集にも好条件で

の指導という就業形態と介護予防運動指導

す。ただし、公共施設であるため営利目的

員という資格の組み合わせがネックとなり、 での使用が禁止されており、参加費の徴収
なかなか指導員が見つからないのではと推

や治療院の宣伝をすることは出来ません。

測しています。現状では、介護予防運動指

また、通常利用している方々は、ほとんど

導員が少ないため、新たな介護予防運動指

が絵画クラブや編み物クラブなどの自発的

導員は歓迎されているようです。

なクラブ活動を行う中高年層であるため、
私のような若者が窓口を訪れて「地域のお
年寄りを集めて運動を教えたい」と説明す
るのは異様です。公民館の職員から、
「営利
目的では？」と疑いの目で見られる可能性
もありますので、その点は十分な配慮が必
要でしょう。私のように元々地元の人間で
あれば、知り合いも多いので、公民館職員
の方々も安心するようです。もちろん、あ
からさまな「宣伝活動」はＮＧですが、
「地
域で顔を売るために活動している」という
ような間接的な宣伝活動と分かっても、ル
ールを守ればＯＫという感じで見守って下

各自治体の介護予防の取り組みの状況に

さっているようです。

ついて、正確な情報を得るには自治体の担

また、公民館でのボランティアの運動指

当職員と話をしなければ分かりません。広

導をきっかけにして、公民館が主催する運

報誌やホームページ上でも様々な情報が公

動教室での講師を２件依頼されました。昨

開されていますが、それでも分からないこ

年、矢吹先生が地域の育児クラブでの講師

とが多くあります。もし先生方が各自治体

を依頼されていることを聞いた際に、自分
17

にもそういう活動が出来たら、と考えたこ

だと思います。

とを思い出しますが、私も公民館から講師
を依頼されたことで、矢吹先生に少しだけ
追いついたかな、と思っています。
（矢吹先
生どうでしょうか？）
３つめは社会福祉協議会での活動です。
これは、せっかく取った介護予防の資格を
なんとか生かして活動したいと思い、手当
たり次第いろいろな方面を尋ね歩いていた
時に見つけた活動でした。やはり初めは「経
験が無い」ということで「試しにボランテ
ィアとして」という事で参加させてもらい
ました。各先生方のご協力もあり、お年寄

以上が介護予防運動指導員の資格を取得

りからも好評だったようで、社会福祉協議

してからの主な活動ですが、他に介護予防

会の職員の方も認めて下さいました。11 月

関連では、中沢先生と奥様にお世話になり、

からは、講師を依頼され指導料も頂いてい

治療院内での筋トレマシンでの運動指導を

ます。初めに社会福祉協議会へ売り込みに

手伝わせていただきました。また、介護予

行った際は、
「介護予防運動指導員の資格を

防とは離れますが、田中宗次郎先生が昨年

取得したばかりなのですが、資格を生かし

まで講師を務められていた郡山市健康振興

て私に何かお手伝い出来ることはありませ

財団の「東洋医学ツボ教室」でも今年度は

んか？」というスタンスで臨みました。そ

私が講師をやらせていただきました。公民

の姿勢が良かったのか、スムーズに対応し

館や社会福祉協議会での活動も遠藤賢一先

てもらえました。逆にある先生から聞いた

生、生江毅先生、矢吹淳先生、田村龍先生

話では、「○○治療院ですが･･･」と初めか

という比較的近くの先生方にご協力頂いた

ら治療院名を口に出してしまい、
「営利目的

ことで出来た活動です。1 年間、多くの先

でしょ？」と疑いの目で見られ、疑いを解

生方のお力をお借りすることでできた活動

くのに時間が掛かったようです。担当する

ばかりでした。今後も是非多くの先生方と

職員によっては運動指導の際に、
「鍼灸師の

協力し合い、一緒に活動したいと考えてお

方がいらっしゃっているので、折角なので

りますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお

いろいろと相談して下さい。」などと声をか

願い申し上げます。

けることもあり、治療院を知ってもらうき
っかけになる場合もありますが、我々側と
しては、あくまでも「運動を教えて高齢者
の方々の役に立ちたい」という態度が大切

18

広告
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福島県プライマリ・ケア研究会について

今泉 洋平
平成 22 年 10 月 23 日、24 日の二日間にわ

外の一般の方々や高校生など誰でも入会す

たり福島県プライマリ・ケア研究会の設立

ることができます。実際に会員には、医師、

総会と第１回研修会が開催されました、私

歯科医師、看護師、保健師、介護福祉士、

は会設立前の８月から設立準備の打ち合せ

薬剤師、鍼灸師、柔整師、医大生、専門学

に関わり、設立総会・研修会では運営スタ

校生、高校生、高校教師など、様々な立場

ッフとして参加しました。

の方々が入会しています。
また、会の組織でも各職種の方々が役員

福島県プライマリ・ケア研究会は、地域

を務められ、福鍼会からも副会長に中沢良

医療に関わる諸問題を解決するため、多職

平先生、理事に遠藤賢一先生が就任しまし

種協働で連携し、医療・保健・福祉・介護

た。このことからも、多職種協働という理

などの枠を超えて活動することを目的とし

念が、形だけなく実際に機能していること

ています。天栄村国民健康保険湯本診療所

を感じます。

で所長を務める吉田孝司医師が設立発起人
代表となり、平成 22 年 10 月 23 日の設立総
会をもって発足しました。吉田医師は、診
療所勤務の傍ら、地域医療、へき地医療、
プライマリ・ケアなどの諸問題に対して熱
心に取り組んでこられた経験から、医療の
現状を打開するために、福島県プライマ
リ・ケア研究会を立ち上げられました。吉
田医師は会の設立後は会長として、溢れる
情熱と行動力で活発に動き回り、会運営の
原動力となっています。
私は、この会の大きな特徴が「多職種協

10 月 23 日、24 日の２日間にわたり開催

働」にあると感じています。会では多職種

された第１回研修会では、
『地域医療とプラ

協働の考えに基づきオープンに会員を募集

イマリ・ケアに関する意見交換会』という

しています。会の理念に賛同して入会を希

プログラムが行われました。このプログラ

望する方であれば、特定の医療職種に拘ら

ムは、福島県立医大の学生がコーディネー

ず、われわれ鍼灸師はもちろん、医療職以

ターとなり、鍼灸師、医療ソーシャルワー
20

カー、専門学校臨床工学技士科教員の３者

今後の活動は、年度ごとの学術集会、部

がそれぞれの職種代表として「地域医療と

門別の組織による小規模の勉強会、地域住

プライマリ・ケアに関して」というテーマ

民を対象とした講座など、様々な計画が練

で発言し、聴講者側を交えて意見交換を行

られています。部門別の組織には、介護予

うという形で行われました。当日は、救急

防運動指導や統合医療・代替医療に関する

救命士科の専門学校生が救急救命士と医療

部門も立ち上がる予定であり、われわれ鍼

ソーシャルワーカーの接点に関する難しい

灸師も専門性を生かして活動できる場にな

質問を投げかけ、医大生が初めて触れた鍼

りそうです。多職種が集まる会の中で鍼灸

灸に興味を持って熱心に質問し、聴講者側

師として専門性を生かした活動を行うこと

の医師が地域医療に関する持論を反対に壇

は、他の医療職種へ鍼灸について理解して

上に向けて発言する、という活発な意見交

もらう良い機会になります。反対に、異職

換が行われました。準備段階で設定したプ

種の専門的な活動に参加することで、医療

ログラムの目的は、各職種同士の自己紹介

全般について知見を広げる場としても期待

と相互理解、また学生参加者へ医療の現場

できます。

を知ってもらう事でしたが、意見交換会の
盛り上がりには、準備段階で当初描いてい

この会の活動が今後どこまで広がるのか

た以上の手応えを感じました。会員の間で

分からない段階で、話が飛躍しすぎるかも

は、このスタイルの意見交換会を今後も是

しれませんが、福島県プライマリ・ケア研

非継続しようという意見が強く、これから

究会での活動のなかで、鍼灸師が積極的に

も異職種同士がお互いに理解し合う重要な

活動して地域社会に貢献することで、社会

役割を担う場になるであろうと期待されて

の中での鍼灸師への評価向上につながって

います。

欲しいと考えています。

■ 福島県プライマリ・ケア研究会のご案内 ■
福島県プライマリ・ケア研究会では、医療・保健・福祉・介護等の各職種に従事される
方、またはそれらを志す学生や高校生、専門学校生の方、あるいは福島県の地域医療や家
庭医療、プライマリ・ケアなどに興味を持ち、地域医療の崩壊を食い止めるべく、当研究
会の活動に賛同いただける一般の地域住民の方など、入会制限を設けることなく門戸を広
く設定し、どなたでも気軽に楽しく参加でき、地域貢献できるような研究会を目指してお
ります。
平成 22 年 10 月 23 日に設立総会が行われ、生まれたてホヤホヤの研究会ですが、地域医
療やプライマリ・ケアについて、これからみんなで一緒に考え、行動する仲間を募集して
おります。詳しくはホームページ（http://fpca.jp）をご覧下さい。
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編集後記
今年も会報を無事発行することができました。原稿依頼に快く応じてくださいました先
生方に、この場を借りて心より謝意を申し上げます。ところで、わたしたちの（社）福島
県鍼灸師会は、公益法人制度改革に基づき、公益社団法人認定に向けて執行部が一丸とな
り、公益法人の研究や書類作成などの事務作業を行い、忙しい日々を送っております。こ
れまで（社）福島県鍼灸師会は、ボランティア治療や各種イベントへ積極的に参加し、鍼
灸治療の普及・啓蒙活動をしてまいりましたが、認定を目指す公益社団法人になるために
は、今以上に公益性のある事業を行わなければならないとのことです。よって毎年発行し
ているこの（社）福島県鍼灸師会会報も、公益性のある広報誌へと形を変えていかなけれ
ばなりません。来年度からの広報誌（会報）を作製するに当たってはこれまで以上に会員
の皆様のご協力が不可欠になります。どうか広報部に皆様のお力を貸してくださるようお
願い申し上げます。（Y）
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