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年頭のごあいさつ 

 
 

会 長 安齋 昌弘 

 
光陰矢のごとし。 

一昨年に本県をはじめ東北から関東を襲った大震災から、もうすぐ２年を迎えようとし

ています。被災県の中でも取分け本県は、福島第一原子力発電所事故が加算され、復旧・

復興が未だに遅遅として進んでいない地域が存在しております。本県以外の地域からは、

風化などという言葉が聞こえることもありました。そのような中で、本会は、「国民・県民

の健康に貢献する鍼灸医療」という地域県民に寄り添う医療を第一に考え、県民の健康維

持・増進に貢献して行くことに、本年も邁進して行く所存です。 

（社）福島県鍼灸師会は、来年度より新法人移行が承認され、一般社団法人福島県鍼灸

師会として新たな一歩を踏み出します。これは、今まで以上に本会が、地域県民に貢献し

て行くことの宣言でもあります。そのために、本会は創立以来、「学と術は、両輪の柱」と

して学術講習会や研修会の開催に力を注いでまいりましたが、今後一層その充実を図るべ

く、また、多職種協働で社会に寄与することを併せて考え、県立福島医科大学や会津医療

センターなど、本県における最先端医療機関との学術交流の機会を今まで以上に増やして

まいりたいと考えております。そのさきがけとして、来る２月３日には、会津医療センタ

ーの三潴忠道教授に講演をいただけることになりました。この講演を含めこれからの講演

は、広く県民へも一般公開することを基本とし、地域県民と東洋医学の垣根を取り払って、

鍼灸医療が身近な医療であるということを、もっと県民へ知ってもらうということにも一

層の努力をしてまいります。 

また、これまでに継続してまいりました介護予防運動指導やスポーツボランティア治療

等にも、更なる力を注いでまいりたいと考えております。 

結びとなりますが、以上申し述べてまいりましたことは、偏に会員の皆様のご理解とご

協力があって可能となったことです。心より感謝申し上げます。 

今後とも地域県民の健康に寄与しながら、充実した一般社団法人福島県鍼灸師会として

活動できるよう役員一丸となって取組んでまいりますので、会員の皆様のご支援をよろし

くお願い申し上げます。 
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鍼灸治療と運動指導による避難所での支援活動 
平成 24 年度 福島県保健衛生学会東日本大震災特別講演 

 

 

副会長 中沢 良平 

 

社団法人福島県鍼灸師会では、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災と、それ

に伴う福島第一原子力発電所の事故により避難された方々へ、県内各所で鍼灸治療と介護

予防運動によるボランティア活動を約３ヶ月に渡り提供してきました。 

その活動について、平成 24 年９月 21 日、福島市の「コラッセふくしま」で開催され

ました福島県保健衛生学会で発表する機会を得ました。その内容について、さらに一般県

民の方にも広くお知らせしたいと思い、この本会広報誌に掲載させていただきました。 

内容については、鍼灸医療についてあまりご存じない方も多くいらっしゃるかと思われ

ましたので、前半は鍼灸についての治効理論を紹介し、後半は実際の治療風景とともに活

動報告をしました。さらに、まとめとして今後の多職種協働による地域包括的ケアについ

て、鍼灸師の参入の検討も提言させていただきました。 

これからも、県民の皆様の健康増進に寄与していきたいと思いますので、本会へのさら

なるご理解をお願いし、ご紹介させていただきます。 
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･ページ左側が口演時スライドで、右側が口演原稿です。 

 

 

本会の活動報告の前に、まずは鍼灸につ

いてご理解をいただきたいと思いますので、

ご覧の内容で話を進めたいと思います。 

 

 

 

鍼灸治療は、皮膚に鍼を刺したり、灸に

よる温熱刺激を与えることにより、生体の

機能を整え、病を癒す人類の歴史の中で最

も古い治療法の一つです。 

紀元前２世紀頃とされる中国の馬王堆漢

墓（まおうたいかんぼ）から、鍼灸理論が

確立された帛書（はくしょ）が出土されま

した。我が国には６世紀に伝わり、飛鳥時

代の『大宝律令』には身分が記され、以後、

約 1300 年にわたり、日本国民の健康増進

に関わってきた、我が国の伝統医療です。

現在では、欧米にも広まり、統合医療の一

端を担うほどになっています。 

 

 

 

 

 

身分法の第１条には、医業との関係が記

されています。鍼灸は、本来は医師がおこ

なうものですが、その資格を持っていれば

できるという、医業の一部限定解除の性格

を持った、国家資格となっています。 



 

 

紀元前からの歴史を持つ鍼灸医療ですが、

ご覧の効果があります。

 

 

 

 

鍼灸の科学的解明は、生理学の立場から

「体性－自律神経反射」という考えで進ん

でいます。 

「体性－自律神経反射」には、脊髄反射

と上脊髄反射の２種類があります。 

自律神経は交感神経と副交感神経に分かれ

ますが、脊髄反射は交感神経に、上脊髄反

射は副交感神経に作用します。 

 

 

 

 

腹部のツボに刺激を与えると、その刺激

は脊髄に伝わり、交感神経として内臓に及

びます。このことで、過活動になっている

内臓を正常な状態にしていくことがわかり

ます。 
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手や足のツボに刺激を与えると、その刺

激は脳幹などに伝わり、副交感神経として

内臓に及びます。このことで、弱っている

内臓を活発な状態にしていくことがわかり

ます。 

 

 

 

 

脳がリラックスすることも、わかってき

ました。左下のグラフは、当時の厚生省等

が費用を出して調査した「シルバー鍼灸マ

ッサージ等調査研究」の結果からです。 

高齢者のＳＤＳうつスコアーが鍼灸治療

後に下がっていることがわかります。ＣＭ

Ｉでも、正常域とみなされる領域ⅠとⅡが

約 13％増え、神経症とみなされる領域Ⅲ

とⅣは減少しました。 

鍼灸医療により、心気症的な要素が改善

されることが観察できます。

 

 

 

 

Ｔリンパ球やＮＫ（ナチュラルキラー）

細胞を増やすことが確かめられています。 

同じく「シルバー鍼灸マッサージ等調査

研究」では、高齢者のＣＲＰ値が下がるこ

とが観察されました。 
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鍼灸医療は、腰痛や肩こりといった、運

動器の疾患のみならず、内科的疾患やスト

レス性疾患、免疫性疾患や内分泌疾患など

に対応できる、包括的な治療法です。 

 たとえば、肩がこり、胃の調子が悪く、

冷え性で生理不順、そして風邪を引きやす

いといった多愁訴の方も、一度に治療がで

きます。 

 

 

 

 

本会では、３月 17 日から６月 19 日ま

での間、県内各所で鍼灸治療による支援活

動をしました。 

スライドは、主な活動拠点となった郡山

市のビッグパレットふくしまです。 

 

 

 

 

全県での受療者総数は、延べ人数で

1,034 名ですが、活動開始当初はカルテの

整備が間に合わず、この数字には含まれて

いません。実人数としては、もっと多くの

方を治療しています。 

実施会場は、主にいわき市、福島市、郡

山市、会津若松市で、各会員の鍼灸院でも

おこなわれました。 
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ビッグパレットふくしまでの活動は、３

月 17 日から６月 19 日の３ヶ月で、実日

数は 20 日でした。 

総数は、延べ人数で 434 名ですが、３

月 17 日から 19 日は、カルテが不備でし

たので、この集計には入っておらず、もっ

と多くの方を治療しています。 

主な症状としては、痛みやこり、しびれ、

重だるさの他、冷え性や不眠、便秘などの

胃腸障害、風邪などで、多様性な愁訴に対

して包括的に対応しました。 

 

 

 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療セ

ンターに登録されている本会会員の介護予

防運動指導員は、各部屋を巡回し、エコノ

ミークラス症候群の予防活動をしました。 

３月 20 日からの活動でしたが、23 日

からは太田西ノ内病院運動指導室の健康運

動指導士の方たちと一緒に活動しました。 

後半からは、筋力低下が心配されました

ので、転倒予防として筋力向上プログラム

を実施しました。 

 

 

 

我が国では、関東の直下型地震や南海ト

ラフでの大地震の発生が心配されています。 

本会の活動に、関東や和歌山県から鍼灸

師を受け入れました。我々の活動が参考と

なり、福島の教訓が活かされるよう、情報

提供しました。 
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避難所は、急性発生した臨時の地域とい

う視点が求められた、地域ケアでなければ

いけないと思います。また、地域ケアをお

こなう際は、多職種が医療連携しあう包括

的なケアが理想と思われます。 

今回の活動では、医療班のブースに入り、

医師や看護師、保健師や他の医療系職種と

の連携がとれました。 

 鍼灸師は、医業として位置づけられても

他の医療系職種の方と交流を持つことは少

ないのが現状です。今回の協働は、鍼灸師

が地域包括ケアのメンバーに入れることが

可能と証明された事例と思います。 

福島県では、福島県立医科大学の会津医

療センターにおいて、鍼灸を取り入れた統

合医療がおこなわれようとしています。 

県内でも着実に統合医療が進む中、鍼灸

師が震災時以外にも、地域包括ケアの中に

入ればケア活動に厚みが増し、国民のため

になるのではないかと提言し、まとめとし

ます。 
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災害医療を知り、災害医療と鍼灸との接点を探る 

 

 

事業部副部長 今泉 洋平 

 

■ 災害医療概論 平成 24 年 10 月 19 日（金）～20 日（土）

の 2 日間、東京都立川市の災害医療センタ

ーにおいて、公益財団法人国際医療技術団

（略称 JIMTEF）が主催する「第 2 回

JIMTEFF 災害医療研修コース」を受講し

てきた。 

ここでは、もっとも印象に残っている

CSCATTT（そのままシーエスシーエーテ

ィーティーティーと読む）について書いて

おきたい。CSCATTT とは、災害への体系

的な対応に必要な項目の頭文字を並べたも

のであり、以下の語句のことである。 昨年度、我々福鍼会の震災ボランティア

治療チームは、活動を振返るためのワーク

ショップをおこなった。ワークショップを

経て、我々は将来の震災に備え今までより

医療の内側に一歩入った立ち位置を確保す

る必要性があることを確認した。今回、

JIMTEF の災害医療研修に参加した理由は、

鍼灸師が災害に対して何を準備していくべ

きかを考える際に、災害医療とは何かをき

ちんと認識しておく必要があることを感じ

ていたからである。 

 

Ｃ：Command  指揮 

Ｓ：Safty   安全 

Ｃ：Communication 情報 

Ａ：Assessment  評価 

Ｔ：Triage   トリアージ 

Ｔ：Treatment  治療 

Ｔ：Transport  搬送 

 

CSCATTT は、前半の CSCA 部分が実

際の活動の前に行う準備段階のことであり、

災害対策本部を中心として災害に対応する

システムを組み上げる行程である。そして、

後半の TTT とは実際に提供される医療支

援活動となる。とくに活動の前に行う

CSCA が重要であり、CSCA を行わずに

被災地に入り、手当たり次第目の前の患者

さんに対応するのは、災害医療ではないと

いうことであった。 

研修の中で鍼灸師として必要だと感じた

内容をここに書き残すことで、この報告を

読む多くの方々と情報を共有するとともに、

今後、災害に対して鍼灸師が一医療職とし

て何を準備していくべきかについても少し

述べてみたい。 

まず、研修カリキュラムに沿って、講座

の内容を簡単にまとめておく。 

 

  

9 



 

■ トリアージ ＳＴＡＲＴ方式 

トリアージという言葉は医療資格を持た

ない一般人でも聞いた事があり、ある程度

の中身も知っている方が多いかもしれない。

私はこの研修を受ける前にトリアージに対

して、「我々鍼灸師には全く関係無いもの」

「訓練された医師や看護師のエキスパート

が行うもの」という印象を持っていたが、

皆さんはどうだろうか？ 

トリアージは「１次トリアージ」と「２

次トリアージ」に分けられる。１次トリア

ージとは「まず軽症と重症を大きくふるい

分ける」もので、２次トリアージは「ふる

い分けられた患者の中で改めて詳細に優先

付けする」作業である。我々がニュース報

道等で聞いた事のあるトリアージはおそら

く１次トリアージのことだろう。１次トリ

アージは、「歩行ができるかどうか」「自発

呼吸をしているか」「呼吸数は」「CRT（爪

床毛細血管還流時間：爪を強く押さえて、

虚血で白くなった状態の爪の血色が何秒で

戻るかをカウントする）」「簡単な指示に応

じるか」といういくつかのチェック項目を

実施し、病状を４つにふるい分けする作業

である。ここにずらずら書いただけではよ

く分からないと思うが、実際に練習してみ

た私の実感としては、「考えていたより非常

にシンプル」である。トリアージを行うよ

うな緊迫した状況では、複雑なことを実行

するのは難しく、より簡単な方法を仕組み

化しておく方が有効なのだろう。 

ちなみにこのトリアージは、（災害時の人

手不足を想定しているのか）ドクターが不

在であればコメディカルや事務員が実行す

るよう訓練しているそうである。災害の際

に多くの患者が救急搬送されてくるような

規模・役割の病院に勤務していれば、鍼灸

師にも必要なスキルなのかもしれない。 

 

■ ＤＭＡＴ 

東日本大震災に関する報道の中で、

DMAT という言葉は何度も耳にしたこと

と思う。DMAT とは Disaster Medical 

Assistance Team の略で「災害の急性期

（概ね 48 時間以内）に活動できる機動性

をもった、専門的な訓練を受けた災害派遣

医療チーム」である。ＤＭＡＴの意義は、

被災地の外から適切な医療資源を投入する

ことにより、発災直後の救急医療ニーズが

増加し地元の医療機能が低下する時期に、

「避けられた死」を出来る限り少なくする

ことである。今回の震災においては、原発

事故の避難に伴うスクリーニング検査や、

避難区域への一次立ち入りに関する医療サ

ポート、現在も継続中のよろず健康相談な

ど、本来の任務以上に幅広く活動し、被災

地を支えてきたことを知った。 

 

■ チームビルディング 

この講座では、組織論に関する講義とゲ

ーム形式のグループワークをおこなった。

ゲーム形式のグループワークはユニークで、

楽しみながら組織論について学ぶことがで

きた。このグループワークの際、私の班は

他の班に大差を付けて一番早くミッション

を達成できた。他の班に比べて圧倒的に年

齢が若かったため、突然出された課題に対

して素早く柔軟に対処できたのだと思われ

10 



 

る。比較的年配の方々には申し訳ないが、

やっぱり年齢が大事な場面はあると実感し

た。 

 

■ 急性期に各職種として何ができるか 

ここでは上記のテーマ「急性期に各職種

として何ができるか」に沿ってグループデ

ィスカッションを行った。今回の研修会に

参加した職種は、我々以外に柔道整復師、

理学療法士、作業療法士、医療ソーシャル

ワーカー、歯科技工士、栄養士、言語聴覚

士、臨床心理士、臨床工学技士、臨床･衛生

検査技師というコメディカルの職種であっ

たが、急性期のテーマ設定ではどの職種も

あまり多くの役割は見いだせなかったよう

だ。前の講義で既に、DMAT の活動やトリ

アージについて学んでいるため、仮に自分

達の職種にできる事があっても、「命に関わ

る任務」と同列には言いにくかったのだろ

う。しかし、今回の震災の経験でも分かる

ように、被災地全てで命に関わる事象が起

きているわけではなく、もっと手頃なサポ

ートを必要としている方々も数多くいた。

もし少し違う設定で話合いができれば、よ

り有意義な意見交換ができたかもしれない。 

 

■ 亜急性期～慢性期に何ができるか 

ここでもテーマに沿ったグループディス

カッションをおこなった。亜急性期～慢性

期のテーマ設定では、東日本大震災での活

動経験を踏まえて各職種が果たせる役割に

ついて、多く意見交換をすることができた。

この意見交換を通じて、一般の医療職種と

かかわり合っていない我々鍼灸師は、もっ

と他職種とかかわり合う必要があることを

改めて感じた。 

また、鍼灸治療の特殊性（普及度が低く、

未経験者は受け入れ難いこと等）を克服す

る役割を構築しなければ、鍼灸治療がどん

なに優れた医療手段であっても、「災害医

療」の枠組みの中に含めることは難しいと

感じた。 

 

■ 災害医療の中で鍼灸師にできることを

改めて考えてみる 

以上が、災害医療研修の中で学んだカリ

キュラムである。研修内容と東日本大震災

での活動を振返って、災害医療の中で鍼灸

師にできることを改めて考えてみたい。 

東日本大震災でのボランティア活動にお

いては、鍼灸治療が災害時にも有効な医療

であることを、我々だけでなく被災各地で

活動した鍼灸師が皆実感したことと思う。

しかし、災害医療の一医療手段として鍼灸

を利用するには、大きな課題を感じる。そ

の課題とは、普及度が低く自発的に治療を

受けようとする方が非常に少ないことであ

る。災害医療とは、被災地に足りない医療

資源を投入することであり、切迫した状況

の中で、どの程度必要なのか計算できない

医療資源は投入できないだろう（また仮に

ニーズを調査できれば、必要ないという結

果になってしまうだろう）。 

昨年度、福鍼会では震災を振返るワーク

ショップを実施した。その中で、将来的に

災害時に鍼灸治療を有効に提供するには、

医療や行政との連携を深めることが必要と

いう積極的な考えを共通認識として得られ
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たが、「普及度が極端に低い治療法を、災害

医療の治療手段として活用できるものだろ

うか？」という慎重な視点は欠けていたよ

うに思う。今になって冷静に考えると、こ

の慎重な視点も非常に重要なことが分かる。

では、多くの被災者に対して災害医療とし

て活用できないのなら、災害時の鍼灸治療

は、今まで通りに細々としたボランティア

治療でいいのか？となるが、今後の方向性

にヒントを与えてくれる事例はある。 

東日本大震災の際に活動した鍼灸師達の

中には、治療対象を一般の被災住民ではな

く、被災者をサポートする医療･行政等のス

タッフに絞ったグループがある。医療スタ

ッフや行政職員を対象にすれば、人数があ

る程度限られているので、鍼灸に関する情

報も伝わって、鍼灸希望者が相当割合まで

浸透したという事例も聞いた。震災に関す

る報道でも見たように、住民をサポートす

る側の人間は、不眠不休となりギリギリの

状態のまま働かざるを得ない状況に置かれ

てしまう。その方々を鍼灸治療で支えるこ

とは、多くの被災者を支えることにもつな

がる。また、疾患や症状の治療以外に、疲

労回復という効果は、他の医療手段にはな

い鍼灸独自の大きな特徴である。被災者を

サポートする側の医療・行政スタッフに対

する鍼灸治療は、まさに鍼灸の専門性を有

効に活かせる活動であると言えるのではな

いか。 

災害時の理想的な鍼灸治療の役割は、医

療支援チームの一員として多くの被災住民

に鍼灸治療を提供することであり、東日本

大震災において、DMAT の一員として活動

した鍼灸師もいたことは知っているが、今

後それをそのまま計画的に進められるとは

考えられない。私は次への第一歩目として、

上記に挙げたような医療･行政スタッフを

組織的にバックアップとする治療活動を、

我々鍼灸業界の目標とするべきだと考える

が、どうだろうか。 

 



 

“鍼灸師の視点”で行った介護予防運動！ 
福島県内初の地域支援事業 2012 年６月～８月 

 

 

柏原 修一 

 

■「地域」と「鍼灸」を結びつけたい！ 

（社）福島県鍼灸師会は公益目的事業の

柱の一つとして介護予防に取り組んでいま

す。これは、鍼灸は家庭医療であるとの視

点から、地域と鍼灸を結びつける大きな役

割が期待できるからです。 

ここ、いわき市では介護予防運動指導員

（国立長寿医療研究センター認定・登録）

の有志６名が「いわき はり・きゅう介護

予防チーム」（注）を結成し、地域支援事

業の受託に向けて活動した結果、今年３月

に受託が決定しました。 

さあ「県内初の地域支援事業」のスター

トです！ 

 
みんなで気持ち良くストレッチ 

 

■始まったら吹っ飛んだ最初の不安 

受託が決定して以来準備を進め、合計１

２回の転倒・骨折予防教室を開催しました

が、参加者の中には震災で家を失い、避難

所生活を余儀なくされている方も含まれて

いましたので、心身両面のケアには細心の

注意を払いました。 

とにかく初めての経験なので、福島県鍼

灸師会はもとより、すでに大きな実績をあ

げている東京都鍼灸師会の全面的なバック

アップは大変ありがたかったですね。 

教室を開いて間もないころは、雰囲気に

若干の固さがあったものの、参加者の皆さ

んに満足していただけるようチーム一丸と

なって頑張ることができたのではと思って

います。 

 

 
1.2.3･･･かけ声あわせて筋トレ 

 

■もっと出そう「鍼灸師としての特色！」 

まずは今回の事業を事故なく無事に終え

ることが第一の目標でしたが、加えて高齢

者の健康維持に関する講義に「鍼灸師の視

点」で考えた内容を取り入れて実施し、ま
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た、きめ細かい参加者の体調管理等を行う

ことで、「さすが鍼灸師だ！」と言われるよ

うな特色をもっと出したいですね。 

（公社）日本鍼灸師会が行う介護予防運

動指導員養成講座で認定・登録された皆さ

んが各地で取り組まれていますが、今回私

たちが行ったことは、その活動とともに地

域における鍼灸の認知度向上につながるこ

とです・・・期待に胸がふくらみます。 

 

 

[注：橋本修一、粒来和正、新田隆、草野健一、

永山剛士、柏原修一] 

参加者の皆さん、お疲れ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【赤門鍼灸専門学校の半ページ広告】 
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第 19 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 今泉洋平 

 

郡山シティーマラソン大会は今年で第 19 回目を迎えました。震災による中止を挟んで、

再スタートとなる大会が迎えられたことを、郡山市の一市民として大変喜ばしく感じます。 

会員の皆様のご協力のもと、鍼灸治療による市民スポーツのサポートを通して、地域社

会に貢献するボランティア活動を実施しましたので、ご報告いたします。 

 

1. 日時：平成 24 年 10 月 8 日（月曜日・体育の日） 

2. 場所：郡山開成山陸上競技場 

3. 活動時間：午前 7 時～午後 2 時 

4. 治療内容： 

① 利用者について 

 利用人数：74 名（男子 50 名、女子 24 名） 

 地域：県内 66 名、県外 8 名 

 過去の大会で利用経験あり：23 名 

② 治療について 

 時間帯  

レース前 15 名

レース後 50 名

 

 

 ※非ランナー9 名 

 症状  

筋疲労 25 名

筋肉痛 22 名

関節痛 12 名

肉離れ 3 名

筋痙攣 1 名

捻挫 1 名

その他 23 名
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※その他：坐骨神経痛、シンスプリント、半月板傷害、足底腱膜炎、腸脛靱帯炎 等 

 部位  

首肩 8 名

腰背 28 名

大腿 21 名

膝 13 名

下腿以下 36 名

 

 

 

 治療の種類 

鍼灸 37 名

マッサージ 45 名

テーピング 6 名

 

 

以上の集計から、例年と大きく異なるのは利用人数です。前回大会では 160 名を超え

る利用がありましたが、今回は 75 名と激減しました。大会参加人数も少ないのですが、

その分を考えても大きな減少です。これは、会場のレイアウト変更が大きな要因となって

いるようです。今大会は、ランナーの動線を整えるためにスタート・ゴール位置が変わり、

ゴールした選手が我々のブースに気付かずに帰ってしまうため、利用者が減ったようです。

多くの方々に利用してもらえるよう、次回大会にむけて大会事務局と協議し、利用しやす

い治療ブース作りを考えていきたいと思います。 

 

今大会は、日鍼会の全国大会と日程が重なり、例年参加している先生方が何名も不参加

となりました。また学生の研修兼補助も例年通り各専門学校へ依頼しましたが、テスト期

間と重なったためか参加申込みはありませんでした。そのような事情により、参加メンバ

ー17 名で例年より小さいチーム編成となりました。しかし、小さいチームながら、参加

された先生方のご協力とスポーツ治療チーム事務局前任の遠藤賢一先生のご助言、また

(株)カナケン様のご協力を頂き、お陰様で無事に終えることができました。この場をお借

りして、皆様にお礼申し上げます。 

次回の郡山シティーマラソン大会は、例年通り 4 月 29 日に開催される予定です。多く

の先生方のご参加をお待ちしております。 
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ファミリーフェスタから鍼灸医療の未来へ向けて 

 

 

白井 和弥 

 

【事業報告】 

今年の９月 30 日（日）青空の下、郡山

カルチャーパーク・カルチャーセンターに

おいて『ファミリーフェスタ 2012』が開

催されました。ファミリーフェスタとは、

子どもから高齢者まで幅広い年齢層の市民

に、実際の体験により、健康や福祉に関し

て理解を深めてもらうイベントであります。

「こども」「介護･福祉」「障害福祉」「保健」

の四部門のうち、私たち福島県鍼灸師会は

保健部門の中にブースを設けました。当日

は好天のおかげか大勢の来場者に恵まれ、

私たちのブースにも 100 名近くの市民の

方々が訪れました。そこでは鍼灸の体験治

療や、東洋医学の健康相談などを施しまし

た。 

 

この「ファミリーフェスタ」という保健・

福祉のイベントですが、私たち福島県鍼灸

師会は 10 年以上継続して参加を続けてお

ります。以前は「東洋医学クイズ」など、

来場者の方々に楽しんでもらえる催しもし

ていましたが、ここ数年間は「鍼灸の体験」

と「健康相談」の内容が主となっておりま

す。 

わたくし白井は、2009 年のファミリー

フェスタから参加を続けて今回で 4 回目の

参加となりました。毎年、多くの来場者が

鍼灸治療体験を受けられて「鍼は痛い」と

か「灸は熱い」などのマイナスのイメージ

から「あれ、思ったほど痛くない」や「暖

かくて気持ちがいい」という感想を聞きま

す。技量を備えた鍼灸師ならば、患者に熱

さ・痛さを我慢させずに、心地よい刺激に

て治療することが可能であるという事実が

伝わると、来場者の方にとっても私たち鍼

灸師にとってもお互いが嬉しくなる思いが

あります。鍼灸にプラスのイメージを持っ

ていただいた方が将来、体や心の不調をき

たした時に、鍼灸を希望して受療され、そ

して回復に向かっていくことを願う次第で

す。 
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【次回への課題】 

鍼灸の体験や健康相談業務により、鍼灸

医療の普及活動を担っているかと思います

が、来年の次回には今までの反省や課題を

踏まえて取り組みたいです。 

 

①アンケートをとる 

市民の方々が、鍼灸医療や鍼灸師につ

いてどのように思っているか？理解があ

る方でも適応症など、どれくらいの理解

や知識があるか？など。アンケートを集

計・分析することで、今後の普及活動に

活かしていく。 

 

②カルテを作る 

健康相談をしていて、現病歴や医療機

関での診断や加療状況を聞いていて、症

状が好転せず長引いている方がいます。

そういった方が「鍼灸でなら治るの？」

と質問をされますが、わずか１０分程度

の体験治療１回で症状が良くなるわけで

はありません。各々患者さんや病状によ

って長く治療を継続する場合もあるとい

う説明を行うわけですが、実際にその方

が鍼灸院に足を向けることは少ないと思

います。そこで、鍼灸に期待・希望を持

たれている方に「医療機関への紹介状」

に準じたカルテ様式の「鍼灸院への紹介

状」を作成し、ご近所の鍼灸院や、女性

鍼灸師（もしくは女性スタッフがいる鍼

灸院）へ足を運んでもらえるようなシス

テムを開発・運用できるようにしたいと

思います。フェスタ健康相談中の問診内

容・可能な範囲での身体所見などの患者

情報を、紹介された先生が事前に確認す

ることで、スムーズに診察・施術に入れ

るだけでなく、双方の信頼が早くから厚

くなるなどのメリットを生み出したいで

す。 

 

 

【鍼灸の未来を思う①】 

ファミリーフェスタ来場者へ毎年、上述

のような鍼灸医療の普及活動を続けており

ますが、時折歯がゆい思いもします。それ

というのは、全国各地で行われているこの

ような鍼灸体験治療や、スポーツ競技大会

でのボランティア治療など、鍼灸の普及・

啓蒙活動が果たしてどれくらいの成果を挙

げているかが見えないからです。2003 年

から 2007 年にかけて毎年実施された東

洋療法研修試験財団の委託研究で報告され

た中で、我国において１年間に鍼灸施術を

利用する受療率は６～７％であると報告さ

れています。この数字を取り上げてみても

分かるように、鍼灸師の資格が病人に対し

身近に活かされておらず、国民側から見て

も鍼灸が医療の選択から枠外にあるのが現

状です。 

「鍼灸を活用した新しい国民医療の実

現」と銘打って、私たち福島県鍼灸師会の

親会である日本鍼灸師会は、今年度より下

記『次世代日本鍼灸師会ビジョン』を進め

ております。 
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【次世代鍼灸ビジョン 日本鍼灸師会が目

指す姿】 

① 鍼灸がスタンダードな国民医療として

認知されることを目指す 

・西洋医療と鍼灸医療の連携と信頼を築き、

鍼灸を活用した新たしい国民医療の実現。 

 

② 東西医学を学びチーム医療の一端を担

える鍼灸師の研修の充実を目指す 

・新しい卒後研修・生涯研修システムを通

じて医療従事者と連携できる鍼灸師を養成。

個々の学術研修単位を一元管理するシステ

ムを運用。研修を受けた安心できる鍼灸師

が国民から選択されるようにする。 

 

③ 鍼灸の科学的研究と満足度の高い鍼灸

の有用性を支援する 

・鍼灸を活用した新たしい国民医療の実現

に向けての科学的研究を支援。 

・満足度の高い鍼灸の有用性に重点を置き、

医療・福祉・介護領域での活用。 

 

④ 日本鍼灸が健全に推進するために国際

的対応の支援と情報収集を図る。 

・諸外国の文化・伝統医学を尊重し、我国

の伝統医学である鍼灸を現代医療に活かし

推進する。 

 

⑤ 我国にとって鍼灸の存在意義が理解さ

れる日本鍼灸師会を目指す 

・公益活動を通じて日本鍼灸師会があって

ほしいと思われる職能団体を目指す。 

という上記「次世代鍼灸ビジョン」です

が、ご覧のとおり① 鍼灸がスタンダードな

国民医療として認知されることを目指す←

その実現のため②～⑤の手段があるといっ

ていいでしょう。国民にとって鍼灸医療が

スタンダードになったその先に『医療人と

しての鍼灸師の身分確立』や『鍼灸医療の

制度化』という鍼灸師法立法の道が開ける

と思います。 

 

 

 

②番目の学術研修単位管理システム運用の

意義、それは「他職種の医療従事者との連

携できる鍼灸師の養成」であります。それ

により、地域医療あるいはチーム医療とし

て患者さんを中心とする医療現場において、

私たち鍼灸師の専門性を医療職として活か

す道筋をつけたいわけです。鍼灸師が医療

人として医療の一端を担うには、それ相応

の臨床能力が必要なのは云うまでもありま

せん。臨床能力の要に「適応・不適応の判

断」があります。とはいえ、現代医療の現

場の中で鍼灸師が活躍するためには、適

応・不適応が判断できる西洋医学的知識で

は足りないと思われます。医師や医療従事

者と疾患について普通の協議できるレベル
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に加えて、東洋医学（鍼灸）によるアプロ

ーチで治療の提案ができることが理想と思

います。 

 

③番目、大規模な科学的研究により統計学

的にも鍼灸の有用性が示されることが望ま

れます。科学的にも信頼できるデータは、

国民や政治・行政を動かす材料になるはず

です。鍼灸が、医療・介護・福祉領域で職

域を広げられるように有用性の証明が必要

です。もちろん私たち鍼灸師自身もスキル

アップして、有用な鍼灸を国民に提供しな

ければなりません。 

 

④番目、国際的対応と情報収集ですが、世

界の動きは鍼灸の“国際標準化”へ向かっ

ています。世界の鍼灸のスタンダードは「中

医学」による「中医鍼灸」が主流といわれ

ており、日本に輸入され、その後独自の発

展を遂げた「日本鍼灸」は、世界の中では

非主流となっております。鍼灸外交力を高

めて、日本鍼灸の良さを世界にアピールす

ることも、国民の鍼灸受療率増加に一役買

うと思います。諸外国の鍼灸事情を知るこ

とで、日本の鍼灸教育は十分なものか？卒

後の臨床能力は国民の健康に寄与できるレ

ベルか？ など比較検討していけます。鍼灸

の国際標準化の流れの中、日本鍼灸独自の

長所や伝統を守ることで、世界に誇れる日

本鍼灸に発展していけばと思います。 

 

さて、上記日本鍼灸師会の次世代鍼灸ビ

ジョンに対する私の感想や意見でしたが、

さて地方会たる福島県鍼灸師会はどのよう

なビジョンを持つのでしょうか？地方の末

端の会員たる私たちに、鍼灸の未来に向け

て何ができるのでしょう？ 

 

【鍼灸の未来を思う②】 

現在の鍼灸・鍼灸師の諸問題は多岐に渡

り複雑難解で、構造そのものを見直して改

善していかなければなりません。ひとつ直

せばすべてが良くなるという簡単な作業や

道筋ではないです。鍼灸師の養成・臨床研

究・医学教育・医療制度などを変えていく

には組織としての力が必要です。「日本の鍼

灸を良くしていこう！」という気概に満ち

た鍼灸師が手を取り合い、知恵を出し合い、

実行に移す努力を重ねていかなければなり

ません。 

 

今年８月５日郡山市民プラザにおきまし

て『国民のための鍼灸師法を考える』とい

うテーマで、私たち福島県鍼灸師会会員に

よるワークショップが行われました。やは

りキーワードは『国民のため』であります。

鍼灸師のための鍼灸師法ではなく、国民の

ための鍼灸師法。次世代の鍼灸ビジョンも

同様、国民のための次世代鍼灸ビジョンで

す。現在の鍼灸師の身分（立場）、制度的な

問題を福島の会員同士で意見を出して集約

できたことは実に意義深いものでありまし

た。福島県の鍼灸医療を守り発展させるの

は、他でもない私たち福島県鍼灸師会とそ

の会員であります。さきほどのキーワード

『国民のため』を絞っていくと、県民のた

め→市民のため→近隣コミュニティのため

…と、より身近な存在の人々が対象となり
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ます。本会副会長 中沢良平が代表を務める

「福島県プライマリ・ケア鍼灸師育成会」

が見据える『地域包括ケア』と『他職種協

働』という発想。鍼灸の未来に向かい、福

島県鍼灸師会という地方会、末端の会員た

る私たちに必要な発想であります。まずは

地域住民の健康のために、近医をはじめと

する医療従事者、介護・福祉施設のスタッ

フと協議する機会をもつ努力を重ねていけ

ればと思います。地道な相談とお願いを続

けることにはなりますが、医療、介護、福

祉分野との連携・協調が次世代鍼灸ビジョ

ン実現に必要です。 

 

 

 親心。「鍼灸」を我が子に重ねてみる。「鍼

灸」そのものがどんなに高い可能性・能力

をもっていても、それを発揮する場面がな

ければ意味を失う。我が子の長所を伸ばし、

短所を補って、才能を努力で開花させて、

それを発揮させてやる環境を整える。それ

が親の役目であり生きがいでもある。鍼灸

の次世代に向けて、鍼灸の実力が発揮でき

る世の中になるように、世の中を変えてい

けるように、親心を持って臨んでいこう。

以上

私事にて恐縮ですが昨年、わたくし白井

夫婦の間に待望の第一子、娘を授かりまし

た。初めての育児ということで毎日が慌た

だしく過ぎていきますが、我が子の成長を

日々感じられる幸せを感謝しております。 

わたくし自身が親になって思うことがあ

ります。我が子の将来も大事だけど、娘と

同世代の子供たちにも、健全な成長と平和

な未来を迎えられるようにと。そのために

我々親の世代が頑張っていくのだと思いま

した。 

 



 

第 46 回 東北鍼灸学会学術大会秋田大会参加記 
プラス 秋田紀行 

 

 

永山 剛士 

 

平成 24 年 9 月 16 日と 17 日の２日間

に亘って開催されました第 46 回東北鍼灸

学会学術大会秋田大会に参加して参りまし

た。大会は２日間でしたが、私個人の行動

としましては、３泊４日の旅となりました。 

１日目の９月１５日は、仕事を終えて身

支度を整え１７時５７分いわき市から高速

バスで、一路郡山駅に向かい、１９時 20

分に到着東北本線で白河駅に向かいました

が、１４日から提灯祭りがあるため、ある

人物と矢吹駅で待ち合わせをしました。そ

の人物とは、白河の三瓶真一先生でした。

一泊は三瓶先生宅に泊まらせていただきま

した。到着は２１時ごろでした。翌日は 3

時半起きの予定にもかかわらず、寝たのは

午前０時・・・。 

２日目、わずか３時間半の睡眠で起床。

睡眠不足と消化不良で調子は絶不調。三瓶

先生が運転する隣で寝ていれば何れ楽にな

ると思いきや・・・。走行して 15 分も経

たないうちに「三瓶先生！もうだめで

す！！」○″ロ○″ロ～。コンビニの袋い

っぱいに車内助手席で胃洗浄。車は汚して

いないと思いますが、申し訳ございません

でした。 

気を取りもどして、中沢先生、今泉先生、

安齋会長の順に乗せた車は一路秋田を目指

しました。体調も徐々に回復し、錦秋湖サ

ービスエリアでは温かい月見蕎麦を朝食代

わりに美味しく食べれました。そして午前

１０時半、東北鍼灸学会 IN 秋田の会場とな

るアキタパークホテルに到着。気温３４度。

９月中旬の気温とは考えられない暑さで、

秋田県では今シーズン最高温度で、この時

期に３０度を超えた歴代記録を更新してい

たことを後で知りました。台風が向かって

いた為、フェーン現象だったのかもしれま

せん。 

 

 

 

１２時４５分、定刻通り東北鍼灸学会が

開催されました。学術大会プログラム第一

日目の一般口演が始まり、秋田県、青森県、

岩手県、山形県、と続き私は宮城県代表の

高橋美穂先生の座長を務めさせていただき

ました。通常ですと同県代表者の座長を務
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めますが、発表終了後の質疑応答の時間を

活気付けることを狙って座長は同じ県の先

生ではなく、他県の先生で事前に配布され

た抄録をもとに質問を考えておく様になっ

ていました。質問は考えていましたが、髙

橋先生の発表に対する質問が相次ぎ質疑応

答の時間は瞬く間に過ぎてしまい難なく座

長の務めを終えました。そして、続く口演

者が福島県代表の今泉先生。直前まで緊張

の色を隠せない様子でしたが、いざ口演が

始まると練習の成果を発揮して堂々とした

発表が出来ていました。質疑応答では、「刺

鍼した時の鍼を通して手に伝わる感覚はど

のようであったか」といった細かいところ

を突っ込んできた質問を受けていましたが、

これからの臨床でそういったことも感じな

がら治療できるように経験を積んで欲しい

なと思いましたし、私自身もこれからの臨

床において一本一本刺鍼するときの感覚を

大事にしていきたいと思いました。 

 

 

 

一般講演が定刻通り終了し、１６時から

引き続き実技供覧の時間となりました。こ

こでも今泉先生が「鍼灸治療と併用する高

齢者に対する運動指導の実際」を時間いっ

ぱい堂々と発表していました。 

学術大会第１日目は懇親会に移り、二次

会、三次会と時間が過ぎ長い１日が終わり

ました。 

 

 

 

３日目の９月１７日、天候晴れ。台風接

近に伴い風が少し強く、この日の暑さもこ

の夏一番の暑さとなりました。この日は、

シンポジウムと元日本鍼灸師会会長の相馬

先生の特別講演がありました。シンポジウ

ムでは、各県代表者が「私たちの鍼灸院」

というタイトルで、鍼灸院におけるサービ

スのうち、施術室、待合室、の構造・設備、

広告、鍼灸啓発活動など鍼灸院環境や鍼灸

普及のための情報発信をどのようにされて

いるか発表するようになっていました。こ

こでは、私も福島県代表として、たけのこ

鍼灸館館長として発表させていただきまし

た。発表内容の中には、いわき市で６月か

ら８月末まで行った介護予防運動指導の事

例も盛り込み発表したのですが、シンポジ

ウムが始まる前からプロジェクターの故障

で肝心な画像がしっかり見れないトラブル
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の中での発表となり、復旧作業で時間が押

していたこともあり、シンポジウムではな

く、ただの発表会となってしまい残念でし

た。福島県会場がまた回ってきたときには、

予備のプロジェクターも準備しておくよう

にしないといけない。とある意味いい教訓

になりました。特別講演会も終わり閉会式

に移り、第 46 回 東北鍼灸学会学術大会秋

田大会が終了しました。 

 

 

終了後、私だけ別行動を取る為に今回お世

話になりました先生方とお別れして、早朝

いわきを出発してきた家族（両親と妻と娘）

と合流し、宿泊先となる男鹿半島金ヶ崎温

泉の「男鹿桜島リゾートＨＯＴＥＬきらら

か」を目指し男鹿半島へ車を走らせました。

途中道の駅に立ち寄り、秋田名物の稲庭う

どんとババへらを食べて再出発。また途中、

大きななまはげ像２体に歓迎されたのです

が、娘は怖がってしまい、それまでマイブ

ームだった鬼のパンツを歌っていたのです

が歌う気すらなくしてしまいました。道中

いろいろありましたが、１５時頃宿泊先に

到着。ゆっくりくつろいでいましたらあっ

という間に日が沈む時間になり、慌てて露

天風呂へ入りました。贅沢にも日本海に沈

む夕日を露天風呂に入りながら見ることが

できました。 

 

4 日目、男鹿水族館では、ガラス越しに

白クマと戯れ、寒風山では澄み切った青空

の下秋田県の絶景を堪能できました。帰り

も錦秋湖サービスエリアに立ち寄り、横手

焼きそばを食べましたが、個人的には福島

県の浪江焼きそばの方が上かなぁと感じま

した。そして再び帰路へ。長距離車での移

動無事帰宅。いろいろな意味で山あり谷あ

りの充実した４日間でした。 

 

 



 

【編集後記】 【表紙の写真について】 

“社団法人福島県鍼灸師会会報”から“広

報ふくしんかい”に名称を変更しました。

わたしたち社団法人福島県鍼灸師会は、一

般社団法人福島県鍼灸師会に移行し生まれ

変わります。これをきっかけに、今まで以

上に県民の皆様方に鍼灸治療についての情

報をわかりやすく発信していく誌面作りを

心がけてゆきたいと思います。福島県民の

みなさまが、心身ともに健やかで幸せな生

活をおくっていただくことを心より願って

おります。（Y） 

昨年５月の始めに桑折町の半田沼で撮っ

た写真です。ここの桜はゴールデンウイー

ク頃に見頃になります。湖畔一周の遊歩道

も整備されており、一周ゆっくり歩いて約

一時間位。歩き足りない場合は湖畔に登山

口がある半田山もおすすめです。往復で２

時間。中腹からはハート型の半田沼をかい

ま見ることが出来ます。 斎藤俊介 
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