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ごあいさつ 

 

 

 一般社団法人福島県鍼灸師会 

会長（代表理事） 中沢 良平 

 

みな様におかれましては、ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、いつも福島県鍼灸師会の公益事業にご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本会は昨年創立 65 周年を迎え、6 月 21 日に祝賀会をおこないました。この日と翌日

にかけて日本鍼灸師会東北ブロック会議が開催され、日本鍼灸師会の仲野弥和会長、業務

執行理事の髙田常雄先生、東北各県の鍼灸師会長のご臨席のもと、本会が東日本大震災時

に施術奉仕したことにより授与された厚生労働大臣感謝状と本会元相談役の高橋秀行先生

の叙勲のご披露する機会が得られ、創立記念に花が添えられました。 

東日本大震災においての施術奉仕活動は、医療連携という視点から日本鍼灸師会全国大

会岐阜大会で報告することができました。また、旧社団法人時代に長く本会の会長を務め

られた高橋秀行先生のご功績は、後進の鍼灸師の模範となり、公益事業の礎を築かれまし

た。長い歴史を有する本会ですが、さらなる公益事業の充実を目指し、みな様の健康増進

に寄与することを誓います。 

9 月 28 日は京都市で鍼灸等に関する法律の会合が開催され、オブザーバーとして出席

してきました。私たちの身分法である、いわゆる「あはき法」は、単なる身分法ではなく、

この国から医業類似行為者をなくすための法律でもあり、国は医業類似行為から国民を守

るために施行したことを当時の厚生事務官の鈴村信吾氏と芦田定藏氏の共著である『あん

摩、はり、きゆう、柔道整復 等 営業法の解説』を提示しながら話しをさせていただきま

した。国民の利益として、この国から医業類似行為をなくそうとした崇高な理念は今も活

かされているのか、もう一度「あはき法」の制定当初に立ち戻り、検証する必要はないの

でしょうか。このことからも、私たち鍼灸師は厚生労働省とともに国民の健康を守る使命

があることを再認識しなければなりません。 

また、今年の 5月 22 日から 24日にわたり、全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会が、

東日本大震災の避難所であった「ビッグパレットふくしま」で開催されます。本会顧問の

三潴忠道先生が学会頭をされ、本会の多くの会員の協力体制の元、準備が進んでいます。

鍼灸師会と鍼灸学会は違いますが、ともに連携し合い、鍼灸医学の発展に寄与していく所

存です。 

ふくしま大会では、日本医学会会長の髙久史麿先生が顧問として就任されました。 

また、福島県立医科大学学長の菊地臣一先生も顧問に就任をされ、鍼灸界のみならず、

多くの衆目を集め、歴史に残る大会となります。本会会員一同力を合わせ、ふくしま大会

の成功に向けて邁進します。県民のみな様のみならず、国民のみな様の健康維持・増進に

繋がるような大会にしますので、変わらぬご支援をお願い申し上げます。
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今、鍼灸の復興を 

 

 一般社団法人 福島県鍼灸師会 顧問 

 公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター 

漢方医学講座 教授 三潴 忠道 

明けましておめでとうございます。 

冒頭のタイトルは勿論、いよいよ今年の 5 月に迫った「第 64 回 全日本鍼灸学会学術

大会ふくしま大会」で掲げた文言です。本会の皆様には、鍼灸学会の会員か否かにかかわ

らず、中沢会長以下の理事の先生方を始め、皆様に大変なご尽力をいただいております。

大会会頭として御礼を申し上げますと共に、大会を成功に導くために、引き続きのご支援

ご尽力をお願い申し上げます。 

東北においても同様ですが、復興とは単なる復旧ではなく、そこに新たな展開を見出し

価値を創造していくことだと思います。既に右肩下がりで人口が減少し高齢化が進む地域

で、単に流された街や家を復旧しても、人口の増加や年齢の若返りは望めません。同様に

鍼灸における復興とは、何を如何に目指せばよいのかが問われます。 

現代医療が西洋医学を中心に発展し、多くの患者を診療していることは事実です。しか

し鍼灸には、現在の実績以上に臨床能力が秘められていることもまた事実です。現代医療

に鍼灸医学をどう組み合わせたら、人々の健康にさらに寄与できるのか。そのためには、

なぜここに至ったのか、過去の歴史を振り返り、現状をしっかりと把握して問題点を整理

し、将来への道程を描くことが必要です。単に夢や希望を唱えたり不平を口にするだけで

はなく、未来を拓き希望を育むための作業が必要です。 

鍼灸が西洋医学と融和した新たな医療体系を構築し、“現代医療”となっていくためには、

まず臨床能力の向上が求められます。医師は 6 年間の医学部教育の後、2 年間の初期研修

が義務付けられています。また専門医制度では、卒後 5 年間の研修の後に基本領域の資格

を得て、初めて一人前の臨床医として認められ、さらに 3 年程度を要してサブスペシャリ

ティの専門医となります。少し長過ぎるとは思いますが、これに比較して鍼灸教育は 3 年

間で十分なのか、卒後研修を必修化する必要はないのか、等の問題も考えなくてはいけま

せん。私ども会津医療センターでは、まず手始めに鍼灸研修生の受け入れ、昨年度から 1

名が研修を開始しました。次年度はさらに 2 名を受け入れる予定です。将来は医師におけ

る専門医制度の如く、卒後教育も含めた鍼灸師資格の整備が必要なのかもしれません。 

診療現場に鍼灸を活かしていく上で、現行の医療制度が大きな障害であることは、ご承

知の通りです。その反面、制度の変革を目指すためには、臨床能力の高い鍼灸師の増加、

優れた臨床実績の積み上げといった裏付けも必要だと思います。 

まだまだ多くの問題や努力すべき目標があるか思います。優れた活動実績を持つ本会の

会員お一人ずつが、やれること、やるべきことを模索し実行されて、鍼灸復興に向けても

う一歩を刻む歳になります様に、祈念いたします。そのためにも全日本鍼灸学会を成功さ

せたいものです。それが「拓け、未来！ 育め、希望！」につながるのだと信じます。
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ごあいさつ 

 

 

 一般社団法人 福島県鍼灸師会 顧問 

福島県議会議員 佐藤 憲保 

 

皆さま、新年おめでとうございます。 

会員皆様におかれましては、一段とお健やかにお過ごしのことと拝察しております。 

さて、福島県は東日本大震災とその後の東京電力福島第一原子力発電所事故の影響が未

だ解消されず、長期にわたる避難生活を余儀なくされている方々、原発周辺の汚染水問題、

更には、それらから生じる風評被害と私たちを取り巻く環境は完全回復されていない状況

にあります。 

年末に行われた衆議院解散選挙後の政府新体制でも、福島県の復興再生は重要課題とし

て取り組んでおります。 

震災で甚大な被害を被った本県のこれから進むべき将来の姿を示し、震災以前の福島県

を取り戻すためのあらゆる施策に着手し、確実に前進しなければなりません。 

私は、郷土の一日も早い復興を最優先とし、明日への希望を持てる「ふるさとふくしま」

づくり、その対策に奮闘しているところです。 

将来に「夢を持てるふくしま」のため、今なにを優先すべきか、また、次世代にどのよ

うに引き継ぐべきか、郷土人の不屈の精神を信じ、「明るい未来」を築きあげたいと思って

おります。 

 さらには第６４回（公社）全日本鍼灸学会学術大会が、本年５月２２日～２４日に郡

山市「ビッグパレットふくしま」にて開催が予定されており、これを契機に、鍼灸医療の

更なる発展と、地域・家庭医療の浸透、健康保持・増進に貢献してまいります。 

末尾になりますが本会の益々のご隆盛、会員皆々様のご健勝・ご多幸をご祈念申し上げ、

年頭のご挨拶といたします。
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地域包括ケアシステムへの参入及び 

介護予防に対する取り組み 
 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 事業部 

地域医療推進担当 柏原 修一

■ 地域包括ケアシステムへの参入 

平成 26 年 4 月 28 日に開催された第

100 回社会保障審議会において地域包括

ケアシステムに『はり師、きゅう師』が明記

されました。これにより我々鍼灸師は晴れ

て医療チームの一員としてシステムに組み

込まれることになり、従来行っていた訪問

鍼灸治療の枠を広げて、鍼灸師の職域拡大

に繋げることができます。 

そのためには福島県鍼灸師会が他の医療

系団体同様、各地域の「地域ケア会議」のメ

ンバーとなる必要があるので、目標実現の

ために早速行動を開始しました。 

福島県の主管課へ説明し了承を得た後、

まずいわき市に対してアプローチする中で

地域包括ケアシステムの中で我々鍼灸師が

果たす役割について医療および介護関係者

にPRする必要があることを痛感しました。

そのためまず第一段階として 9月 10日に

開催された第3回平地区ケアマネ交流会に

出席した約 60 名のケアマネージャーに対

し、県内における在宅鍼灸の実態と鍼灸の

効果について説明しました。今後は県内各

地域の医療及び介護関係者に同様の PR 活

動を展開する予定です。 

 

 

 

■ 介護予防運動 

いわき市においては 6 名の会員で「いわ

き はり・きゅう介護予防チーム」を結成

し、平成 24 年度から「転倒・骨折予防運

動教室」を受託して活動しています。 

今年度からは 3 名ずつ 2 チームに分割

し、勿来地区と好間地区においてそれぞれ

3 か月間計 12 回の教室を実施しました。 

教室では失禁予防、口腔機能改善等の高

齢者特有の問題を解決するための実践的な

知識を提供すると同時に、転倒予防の筋肉

トレーニングを実施し、参加者から高い評

価を受けています。 
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『ファミリーフェスタ考察②』 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 組織副部長 白井 和弥 

 

【事業報告】 

今年度１０月５日（日）、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 2014』が開催されました。市民の方に保健や福祉に関する相談や、実際の

体験を通して理解を深めてもらう主旨のイベントですが、かれこれ 10 年以上私たち福島

県鍼灸師会は参加し続けております。 

例年同様、「鍼灸の体験治療」や「健康相談」を市民の皆さまへ施してまいりました。今

回はあいにく雨天時の開催となり、ここ近年の中では来場者が少なかったと思いますが、

80 名ほどの市民の方が私たち福島県鍼灸師会のブースを訪れました。 

市民の皆さんに選ばれる『鍼灸医療』、そして認められる『鍼灸師』という存在。目標に

向かい前進するには、現状を分析して方向性を見出すことが効果的でしょう。昨年に続き

市民の皆さまへ「アンケート調査」を実施しました。アンケートに回答された市民の皆さ

ま、並びに聴取にご協力いただいた会員の先生方、ありがとうございました。 

 

【アンケート集計】 

来場者 80 名に対して、以下の 3 つの質問事項に回答していただきました。回答を得ら

れたのが 75 名ということで、ほぼすべての来場者の方から貴重な意見を頂戴できたと感

謝しております。 

設問 ① 鍼灸治療を受けたことはありますか？ 

 ② 現在、病気・症状など、健康上の問題はありますか？ 

 ③ 将来、はり治療・きゅう治療を受けられますか？（理由） 

設問の①と②は昨年同様であります。③の質問ですが、鍼灸の受療意向を計れれば…、

との思いで今回の質問事項に入れさせていただきました。以下、集計結果の報告をいた

します。 

 

 

設問①　鍼灸治療を受けたことはありますか？

あり 20 人

なし 55 人

＊鍼灸治療経験あり20名の中に、いつ・どんな症状でなどの回答をしてくださった方

　ファミリーフェスタで体験（2人）／鍼治療は経験あり(2人)／昔に一度だけ(2人)／

肩こり・腰痛で鍼治療継続中／腰痛で１０回／肩こりで数回／膝の外傷で１回／

鍼治療３回で腰痛がよくなった／灸治療は経験あり
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【考察①】 

鍼灸治療経験の有無を確かめる質問です。数字だけ見れば 75 人中 20 人の方が鍼灸治

療経験者であります。およそ４人に１人が過去に鍼灸を受けたことがあるわけです。昨年

は 3 人に 1 人（22／68 人）でした。鍼灸経験者の方のコメント(12 件)を見ると、現在

進行形で鍼灸を継続している方は 1 人だけです。昨年同様、日常的に鍼灸を選択し受療し

ている方は非常に少ないと思われる結果となりました。 

 

 

 

【考察②】 

フェスタ来場者がどんな疾患・症状を抱えているか？こちらも昨年の結果と同様、「頚・

肩こり」を訴える方が圧倒的に多いことがわかりました。(昨年 28／68 人が頚・肩こり)

ということで、来場者の多くの方が訴える「頚・肩こり」こちらの症状を劇的に改善させ

られる準備がやはり必要なのかな？と思いました。たとえば『肩こりさん、いらっしゃい！』

ネーミングはともかく、肩こりを治す特設コーナーで来場者の関心を引き、そして必ず結

設問②　現在、病気・症状など、健康上の問題はありますか？(複数回答可)

来場者全員 鍼灸経験あり 鍼灸経験なし
頚・肩こり 33 10 23
腰痛・坐骨神経痛 13 7 6
頭痛 6 1 5
眼の疲れ 4 0 4
疲労感 3 2 1
手指痛・腱鞘炎 2 2 0
膝痛 2 0 2
高血糖症 2 1 1
上肢痛・シビレ 1 1 0
皮膚の湿疹 1 1 0
喉頭部痛 1 1 0
排尿障害 1 1 0
肩関節痛 1 0 1
肘痛 1 0 1
高血圧症 1 0 1
脂質異常症 1 0 1
不整脈 1 0 1
関節リウマチ 1 0 1
前立腺肥大 1 0 1
乳がん 1 0 1
過敏性腸症候群 1 0 1
パニック障害 1 0 1
痤瘡(ニキビ) 1 0 1
花粉症 1 0 1
味覚障害 1 0 1
冷え症 1 0 1

なし 20 3 17

症状
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果を出す！今までの来場者の関心は遠隔治療、接触鍼(小児鍼)、皮内鍼(パイオネックス)こ

れで効果が出ると「え！こういった治療で効果が出るの！？すごい！」そんな傾向があり

ます。 

期待以上の治療効果が鍼灸の印象を深めるはずです。その後の工夫も必要ですが、鍼灸

を「未病治」すなわちご自身の健康管理として日常的に選択して取り入れていただくよう

な、そんな流れを作る工夫が必要と思いました。当たり前のことなのですが、創意工夫を

続けて進化することが鍼灸の未来につながるはずです。鍼灸普及活動においても、何か目

新しい、独自の切り口、そういったユニークな発想と実行力が今後のカギであります。 

大事な点、着目すべき数字の 2 点目。「健康上の問題は？→なし」の回答数。こちらも昨

年同様、同じ傾向がみられました。鍼灸経験者 3／20 人に対して鍼灸未経験者 17／55

人が健康上問題なし！という結果。鍼灸未経験、それでいて健康な方にとって「鍼灸のメ

リット」とは？昨年の考察と同じ話になりますが、鍼灸体験コーナーに訪れるフェスタ来

場者、その多くは鍼灸未経験で健康状態良好といえます。持病や気になる症状もない方に

「鍼灸はいいですよ。痛くも熱くもないですよ」と説明しても、痛くも熱くもないという

体験だけで、将来的に何ら変化がありません。鍼灸の魅力、その有用性・効果が評価され

たときに「よし、鍼灸院へ行こう！」という受療動機につながるわけです。一般的な病院

で受けられる治療との違い、患者にとってのメリットをきちんと説明して納得をもらえる

ような「鍼灸プレゼンテーション能力」これを私たち鍼灸師が研鑽していかねばならない

と思いました。 

 

 

 

 

設問③　将来、はり治療・きゅう治療を受けられますか？（理由)

受ける 49 人
受けない 4 人
わからない 22 人

≪鍼灸治療経験ありグループのコメント≫
　【積極的意見・5】

　少しの時間で肩こりが楽になった／胃腸が弱く痛み止めは飲めない／

体が暖かくなったのでお灸を受けてみたい／(体験後)ふくらはぎが

すっきりしました。胃のツボを毎日マッサージします／精神的にも、とても

助けられており、これからもお世話になります(継続加療中)

　【消極的意見・4】

　症状により機会があれば受けてみたい／時間に余裕があれば受けたい／

(肩こりなどで)受けるかもしれない／(腰痛が)もう少し辛くなったら受けたい

　【中間的意見・0】
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【考察③】 

鍼灸の受療意向、それを問う新たに設けた質問です。「将来鍼灸治療を受ける」と答えた

方の人数を見ると 49／75 人。この数字だけ見れば、およそ 3 人に 2 人が鍼灸治療に興

味・理解を持っていることになります。とまあ、そんなに甘くはありません。 

「鍼灸治療を受ける・受けない、その理由」のコメント、その真意を探ると実際に鍼灸

院に足を運ぶ方はぐっと少ないと思われます。わたくし白井の独断と偏見といわれる面も

あるでしょうが、あえて厳しい視点で来場者のコメントを評価させてもらいました。鍼灸

受療に対して「積極的・消極的・中間的」以上 3 つに意見を分けてみました。『あれれ？消

極的・中間的意見の中にも鍼灸に積極的な方がいそうじゃないか！？』そういった声もあ

るでしょうが「～だったら鍼灸を受ける」とか「～受けるかもしれない」という条件付き・

限定的なものは積極的意見とはしませんでした。言葉を返せば「鍼灸の可能性を否定はし

ない。だが肯定もしない。だから実際に治療を受けるかどうかはわからない」これが本音

ではないでしょうか？健康状態良好な方なら「なんで病気でもないのに鍼治療を受ける

の？」そう思うはずです。持病を抱えてらっしゃる方でも、病院での治療に不安や行き詰

まりを感じてないなら「鍼灸もいいのかもしれないけど、現在受けている治療に問題ない

ので別に鍼灸を受ける必要はない」そんなふうに思って当然といえます。 

積極的コメントにある『頚がすごく軽くなり大変喜んでいます。今後このような状態に

なったら迷わず門を叩きます』このような最近の急性症状がドラマティックに改善するの

は鍼灸の醍醐味で、鍼灸師冥利に尽きます。しかし、初診の鍼灸初体験の患者にいつもド

ラマティックな治療効果が現れるとは限りません。百発百中いや十中八九でも、こうした

鮮烈な鍼灸体験を再現できるなら…。そういった夢物語を想像してしまいます。けれども

現実は日々精進。成功したり失敗したり、理想は高く、決して天狗にならず、日々謙虚な

姿勢で患者一人一人に向き合う。これはわたくし白井の勝手な理想ではありますが、そう

いった人間性が「鍼灸師という職業の社会的評価」につながればとの思いがあります。 

「鍼灸治療の普及活動」これは技術や知識がものをいう。だとすれば「鍼灸師の普及活

動」こちらは人間性が問われるのかと。幸いわたくし白井の周り、福島県鍼灸師会の先輩・

仲間の鍼灸師は魅力ある方ばかりです。そういった魅力を「鍼灸師という職業」に結び付

けて、次回から鍼灸師を理解し評価してもらえる工夫を凝らしてみたいです。 

≪鍼灸治療経験なしグループのコメント≫
　【積極的意見・8】

　(体験後)少し楽になった(4人)／腰痛を治してボウリングを長く続けたいので
灸治療を受けたい／お灸が暖かくて気持ちよかったです。今度本格的に受けて
みたいと思いました／今回受けてみて不安が解消できたので受けてみたい／
頚がすごく軽くなり大変喜んでいます。今後このような状態になったら迷わず
門を叩きます

　【消極的意見・8】
　辛いときには受けたいと思います(2人)／現時点では？？／機会があれば
受けたい／(受ける)可能性はあり／肩こりがひどくなれば受けたい／今日の
治療効果が後日確認できたら受けるかもしれない／必要とあらば受ける

　【中間的意見・4】
　一度受けてみたい／(体験治療前コメント)今日のが良ければやってみたい／
運動してみて効果がなかったら受けてみたい／怖いイメージがあったけど
あまり痛みもなく受けられました。効果があれば今後も受けてみたいです
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【今回の反省と次回への課題】 

実は今回のフェスタに向けて課題がありました。それは以下の 2 点です。 

 

① 一般の方へ鍼灸を紹介するトレーニングを行う 

② 福島県鍼灸師会で鍼灸の良さを伝える方法を探るワークショップを行う 

 

残念ながら、フェスタ参加者の鍼灸師同士で打ち合わせする機会もなく、鍼灸プレゼン

テーション能力の強化が図れませんでした。ワークショップですが、フェスタより半年前

の春季学術講習会で「鍼灸の将来ビジョン」というテーマでワークショップを行いまして、

その中で「鍼灸の魅力」の話を会員同士で話し合いました。ただ、それを今回のフェスタ

には結び付けて活かしきれませんでした。 

よって、今回の課題は引き続き次回に持ち越したいと思います。 

次回からの課題も加えて以下に列記します。 

① 鍼灸プレゼンテーション能力強化 

② 新規・特設体験コーナーの設置 

③ 「鍼灸師」の普及活動 

 

以上、3 点です。①と②は前述したとおりです。③ですが、鍼灸師という職業、免許や

取得に至るまでの制度、卒後の進路、研修とその実績など、鍼灸師という職業を一般の方

にもわかりやすく説明できないものかと思いました。昨年ですが、国民の半数は「鍼灸治

療」という名前だけ知っていて、その内容を知らないという統計が出ました。ということ

は「鍼灸師」という職業の存在、その業務内容を知らない国民も多くて然りです。鍼灸治

療が評価されるにあたっては鍼灸師という職業人も評価されねばなりません。地道な作業

ですが、これも今の時代を生きる鍼灸師としての使命かもしれません。未来の鍼灸師、彼

らが担う鍼灸医療の存続へ向けての努力を続けてまいります。 

 

【最後に】 

第 2 回目のアンケート集計をみても、鍼灸の利用頻度・受療意向は厳しい結果と思われ

ました。鍼灸治療の内容、それを認知させ実際に受療してもらう。目標はそこです。アン

ケートの数字とコメントをどう読みどう評価するかは人によって違うはずです。わたくし

白井では気付かない読みや分析があると思います。それをぜひ、今後の機会にご教授願い

ます。鍼灸業界の危機の時代、打開策の方向性を探る。それには鍼灸師一人一人の知恵を

合わせることから道が開けると思っています。 

今後ともご協力、ご指導のほどよろしくお願いします。 
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はりきゅう治療を健康保険で受けてみませんか 

 

 

はりきゅう（鍼灸）治療を受けてみたいのだけれど受けられないという理由は人それぞれで

すが、そのなかには治療費が高いから、健康保険が効かないからということがあがります。 

病院に行けば健康保険で治療していただけることはどなたでも知っています、しかしはりき

ゅう治療に健康保険が適用されることはあまり知られてはいませんでしたが、近年のインター

ネットの普及や鍼灸業界の努力により徐々に周知され健康保険を使い治療を受けられる方が

増えました。そこで健康保険による治療を受けるまでの手順を知っていただくための説明を

いたします。 

 

１ 治療を受けようとしている疾患で病院を受診していますか？ 

鍼灸治療を健康保険で受けるには、その疾患で医師の治療を受けていなければなりません、

その医師の同意が必要となるからです。 

 

２ 症状が以下の疾患に当てはまりますか？ 

鍼灸の健康保険は全ての疾患に適応される訳ではありません、主に痛みを伴う疾患に適用

されます。 

 

・五十肩 肩関節周囲が痛み腕が挙らない 

・頚腕症候群 頚から腕にかけての痛み、シビレ感 

・頚椎捻挫 ムチウチ症など 

・神経痛 座骨神経痛、肋間神経痛など 

・腰痛症 腰の痛み 

・リウマチ 急性、慢性で関節が腫れて痛む 

・その他 疼痛を伴う疾患 
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３ 鍼灸院に相談します 

１、２に該当したら先ずかかりたい鍼灸院に電話でもかまいませんので健康保険を取り扱って

いるか確認します、取り扱いの確認が取れましたら鍼灸院にお越しください。なお、鍼灸院に行

く際には確認のため健康保険証をお持ちください。 

鍼灸治療は自由診療が基本ですので健康保険を取り扱わない治療院もあります、もし治療

院が見つからないときは、お問い合わせいただければ鍼灸院をご紹介致します。 

 

４ かかりつけの病院で同意を受けます 

鍼灸院に用意してある同意書または診断書を医師に提出し記入していただければ保険治療

を受けることができます。 

 

５ 往療（往診）について 

歩行困難や安静が必要などの理由から通院が困難な場合には、往療料も健康保険が適用

されますが、治療院からの距離や適用の理由にもよりますのでご相談ください。 

 

６ 注意していただくこと 

健康保険による鍼灸治療は同意書、診断書中の医師の認めた一疾患のみとなります。その

鍼灸治療の期間中は同じ疾患で医師の治療は受けることはできません。 

 

最後に、鍼灸は医療の一部として健康保険の取り

扱いが認められております、安心して治療をお受け

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

一般社団法人 福島県鍼灸師会 保険部長 橋本 修一 電話 ０２４６−４４−３２４６ 

 

※治療院のご紹介や受診の方法などお気軽にご相談ください。 
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鍼灸・マッサージの療養費を申請する際は、福島県東洋療法
保険協会へ申請書を提出し、審査印を受けてください。

銀行振込手数料は無料となりましたので、気軽に取り扱え
るようになりました。

なお、保険者によって審査が厳しくなりつつあります。円滑
な請求と、トラブルを避けるため、福島県東洋療法保険協会の
審査を通して請求されるよう、お願いいたします。

不明な点は、下記の保険部長までお問い合わせください。

鍼灸の療養費制度を守るため
そして発展させるために

保険協会への審査の協力をお願いします

会員の皆様へ保険部からのお願い

一般社団法人 福島県鍼灸師会
保険部長 橋本 修一
電話 090-2222-5012

みんな、一緒に頑張ろう！

＜福島県東洋療法保険協会＞
〒97２-8３３５

いわき市渡辺町松小屋字上木舟１６
090-8614-5676
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第 26 回鶴ヶ城ハーフマラソンボランティア治療参加記録 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 小沼 慎介 

 

平成 26 年 10 月 5 日（日）会津総合運

動公園内陸上競技場において「第 26 回鶴

ヶ城ハーフマラソン大会」が開催されまし

た。昨年同様、大会事務局より福島県鍼灸

師会へボランティア治療の参加要請があり、

今大会も治療を通じて鍼灸の PR 活動を

してまいりました。ここでは今年から準備

を引き継いだ小沼の心情・記録を交えてご

報告させていただきます。 

 

『今年は（準備）お願いしていい？』 

今思えば、山内先生から電話をもらったと

き、あれこれ理由をつけて断れば良かった

と後悔した 7 月上旬。しかしながら、特に

断る理由もなく、また完全に準備を舐めて

いたため、軽く返事をして話を受けてしま

いました。まだ 3 ヶ月くらいあるからと、

とりあえずボランティア治療に参加してい

ただける先生探しからスタート。 

タウンページを片手に会津管内の鍼灸院

に電話をするも全て撃沈。心が折れそうに

なりながらも福鍼会会員鍼灸師に声を掛け

させていただき、会津管内の先生方を数名

確保。そして、郡山シティーマラソンでお

会いした会員外の先生にも話を持ちかけ確

保。さらに 8 月の夏季学術講習会にて中沢

会長を始めとする理事の先生方を巻き込む

形で計 10 名の先生が決まりました。夏季

学術講習会で山内先生のご助言（勧誘？）

がなければ 10 名には届かなかったと思い

ます。 

参加メンバーが決まったのも束の間、前

泊される先生方のホテル予約と前夜祭の企

画を一任され、この頃になってようやくボ

ランティア治療の準備を進めてきた遠藤先

生、今泉先生らのご苦労が分かった次第。

とは言え、私の場合、まだ苦労の「く」の字

も経験していない状態でしたが……。 

大会本番まで残り1ヶ月が過ぎた9月初

旬、山内先生よりご助言あり。『準備品リス

トを参考に当日に必要な物を集める』とい

うミッションが課されました。この頃、ホ

テル予約は済み、前夜祭参加メンバーも決

まったことで気が抜けていたようです。完

全に準備品のことを忘れておりました！ 

前泊される先生方の負担を少しでも減ら

そうと、可能な限り会津の先生方で準備す

る方向にしましたが、肝心要の折畳みベッ

ドを所持している先生が僅か 1 名(汗)。さ

らにベッド以外にも大量のバインダーやカ

ルテ、ディスポ鍼など、結局は会津外の先

生にお願いする形になってしまいました。 

日常診療をこなしながら、発行された駐

車券を各先生へ郵送、準備品の分担手配、
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大会事務局との打ち合わせ。忙しくなれば

なるほど、普段から感じていたタスク管理

の甘さが露呈し、徐々に後手に回る感覚と

焦燥感が募ります。 

本番 1 週間前になって、前日搬入の件や活

動後の搬出の件などが決まり、ようやく一

息ついたのでした。 

前夜祭は 9 名の先生方が集まりました。

多くの会員先生がお分かりの通り、とても

この場で語ることができない内容ばかり

(笑)で、とても楽しい夜を過ごすことがで

きました。 

 

翌朝、本番当日。台風が接近する予報で、

空はどんより、気温は低く、風が強いコン

ディション。あまりマラソン向きの天候で

はありませんでした。鍼灸ボランティア治

療コーナーは「あいづ総合体育館」1 階東

側。昨年よりも人通りが多く、非常に目立

つ場所です。 

前夜にある程度の準備をしていたことも

あり、他先生方のご到着を待ってのんびり

とスタートしようと考えておりましたが、

レース前の調整に訪れたランナーの数がこ

ちらの想像を超えており、参加される先生

が全員揃うのを待つ余裕もなく、また開始

前の挨拶をすることもなく、大幅に時間を

繰り上げてのボランティア治療スタートと

なりました。 

 

レースはハーフマラソン ⇒ 3 里（11.7 

km ） ⇒ 5km というように順次スター

トしていきます。レースがスタートすると

ザワついていた体育館は潮が引いたように

ガラガラになりましたが、治療コーナーは

当日棄権されたランナーの調整や健康相談

で順調に利用者数を伸ばします。 

距離の短いレースが終わる毎に体育館に

は人が増え、活気が戻ります。それと共に

ボランティア治療コーナーも 7台のベッド

は空きが無くなり、治療待ちのランナーが

増えてきます。そんなとき、昨年受付でご

活躍され、ノウハウを知り尽くした山内先

生の奥様と中沢会長がテキパキと動かれま

す。お二人のお陰で「いま何人待ちかな？」

「受付を済ませたランナーが来ないけど」

などの心配をすることなく、治療に専念す

ることができました。 

ベテラン先生の穏やかなトーク術と妙技、

若手イケメン先生の熱のこもった真剣な治

療。そのどちらもランナーの疲れを癒し、

明日への活力になったことは間違いないで

しょう。 
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11 時 30 分を過ぎるとボランティア治

療コーナーへ訪れる人の数が目に見えて減

ります。少しずつ撤収作業を行い、最後の

ランナーの治療を終えたのが 12 時少し過

ぎ。大会事務局から頂いたお弁当を食べ、

原状復帰して撤収。 生憎、撤収・解散時に

冷たい雨が降っており、荷物の積み込みに

少々難儀しましたが、大凡予定通りの時間

に終えられることができました。 

7 月から準備を任せていただきましたが、

自分の認識の甘さ、先見性の浅さが準備を

遅らせ、後手に回り、当日もご協力いただ

いた先生方にご迷惑をお掛けする形になり

猛省しております。今後、このような役を

拝命する際は「成果は準備に比例する」に

則り、余念のない準備を心掛けたいと強く

思います。 

前夜祭を含めご参加くださった先生方、

本当にありがとうございました。先生方の

お陰で会津に於いて鍼灸の素晴らしい PR 

ができました。この場をお借りしてお礼申

し上げます。 

 

 

 

 

 

最後に今大会の集計結果を掲載します。 

第 26 回鶴ヶ城ハーフマラソンボランティア治療 集計結果  

受付総数 ： 62 名 

治療総数 ： 59 名（キャンセル 3 名あり） 

性  別 ： 男 36 名 女 23 名 

住 居 地 ： 会津若松市内 21 名  県内市外 18 名  県外 11 名  住居地不

明 9 名 

処  置 ： 鍼 12 名  マッサージ 50 名  テーピング 6 名 

部  位 ： 頚肩 18 名  上肢 1 名  背腰部 33 名  大腿 26 名 

 膝 11 名  下腿以下 32 名 

症  状 ： 筋肉痛 20 名  筋疲労 46 名  関節痛 12 名  痙攣 2 名 
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鍼灸女子会活動の紹介 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 太田 友理香 

 

この会は、「女性鍼灸師同士で気軽に交流できる場が欲しい」という声に応える形で平成

２５年より発足いたしました。鍼灸師の資格を持っていれば、会員・非会員、臨床経験の

有る無しに関わらず参加でき、気軽に情報交換ができる場として年２回程度開催していま

す。今まで様々な方々に参加していただき「今後もぜひ続けてください。」という嬉しい声

も頂いております。 

 

≪ これまでの活動 ≫ 

 

平成２５年８月１１日 

第１回「耳つぼジュエリー」 

マグレインと耳ツボジュエリーの付け心地を比較して参加者同士で施術を行いました。

耳ツボジュエリーを使ったことがない方も多かったので「たいへん参考になった」という

声も聞かれました。 

 

 

   

 

 

平成２５年１２月１日 

第２回「鍼灸師の考えるセルフケア」 

女性鍼灸師として良い治療を続けていくためには施術者自身の体調管理が重要だとのお

考えから、互いのセルフケアについてお茶を飲みながら話し合いました。 
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平成２６年６月２９日 

第３回「在宅鍼灸治療について」「治療にも活かせる食養生の話、」 

初めに眞弓寿世先生(玉川村)より訪問鍼灸についてお話いただき、後半は大越めぐみ先

生(福島市)より初心者にも解るよう食養生についてお話いただきました。マクロビオテッ

クのお菓子を試食しながらの楽しいひと時でした。県外から参加された学生さんにも好評

で、また参加したいと言っていただきました。 

 

 

   

 

 

平成２７年１月１８日 

第４回「小児鍼 ～ローラー鍼等～」 

小児ハリの達人樫村由美子先生(郡山市)の治療院を見学させていただきました。見学後

は新年会をして今後の活動について話合いました。 

 

 

参加者の皆さんとお話をする中で、結婚や育

児などで臨床から遠ざかってしまう女性鍼灸

師にとって、経験の有無を問わず女性同士で気

軽に集まって話せる場は重要だと感じさせら

れました。まだまだ周知不足もあり小さな会で

はありますが、今後も継続して活動をしていき

たいと思います。 
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第 10 回日鍼会大会岐阜大会参加記 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 学術部長 三瓶 真一 

 

平成 26 年 10 月 12 日（日）・13 日

（祝）の二日間にわたり、岐阜県岐阜市に

おいて開催さ入れた第 10 回日鍼会大会

に参加しましたので、その模様を報告いた

します。なお限られた講座しか聴講しませ

んでしたので、偏った内容になることをご

容赦ください。 

 

10 月 12 日の早朝、新白河より名古屋

まで新幹線。名古屋からは東海道線快速で

約 20 分で岐阜市に入ります。 

名古屋での名物きしめんは『新幹線の

ホームの立ち食いが一番旨い』ということ

で、まずはきしめんで早めの昼食にしまし

た。 

 

 

 

前日からは中沢会長と太田先生、関根先

生のチーム一寸法師の皆様がすでに名古

屋入りしておりました。 

中沢先生は『被災時の地域医療連携とネ

ットワーク』での講師、また関根先生は日

鍼会青年部東北ブロック長代理での大会

業務、私は不妊症がメインの『産科婦人科

系疾患の鍼灸治療』での座長を仰せつかっ

ておりました。 

 

晴天の岐阜駅前に到着すると、駅前のロ

ータリーでは黄金の織田信長像のお出迎

え。私は歴史には全く疎くて、信長が岐阜

城の城主であったとかは全く知らず。駅前

から眺める岐阜市内は、背後に鋭くそびえ

たつ山があり、緑の豊かな地方都市といっ

た感じです。駅前からは見えませんが、鵜

飼で有名な長良川の清流が流れる県庁所

在地です。 
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会場は駅に隣接するじゅうろくプラザ

という施設でした。10 回目となる日鍼会

大会も、東京や大阪と言った大都市開催と

は違い、やはり参加者確保が大変だったの

でしょう。会場のじゅうろくプラザも器と

してはややこじんまりした感がありまし

た。 

 

 

 

会場前に立つと、すぐ顔見知りの先生を

大勢見つけてしまいます。日鍼会の役員も

長かったので、やはり知っている顔は多く

なります。会場受付では、青年部のブース

で青年部懇親会の参加拡大で関根先生が

頑張っていました。前日の青年部委員会な

どでも関根先生のバイタリティが大変優

れていたと、北海道ブロック長の森先生や

北陸ブロック長の北先生などから聞かさ

れました。関根先生は天から授かった何か

があるようです。また笑顔でお出迎えの太

田先生、中沢先生を見つけてほっと一息で

した。また臨床研に合格し、本日学会発表

の米倉先生も笑顔で出迎えてくれました。 

 

開会式が始まりましたが、毎回どの大

会・学会も、開会式は空席の目立つ広い会

場でした。 

 

 

しばらく会場で顔見知りの先生を見つ

けては話し込みながら、自分が座長をつと

めるセッションの講師、中村一徳先生（不

妊鍼灸ネットワーク会長）と打ち合わせを

します。中村先生とは京都での日鍼会大会

のとき、私とのダブル講師で不妊症の講座

を持たせていただきました。その時は

180 人が定員の会場に立ち見を入れて

300 名近くが入場し、文字通りすし詰め

状態となりました。今回の岐阜大会でも参

加者の興味を引くセッションを取り入れ、

参加拡大につなげたい狙いがよく理解で

きました。岐阜大会での不妊症講座では持

ち時間も短く講師は中村先生だけでした

が、開場前から良い席を狙う先生方が会場

入り口付近に集まりだし、異様な熱気を感

じました。 

担当の不妊症講座の会場内は、やはり立

ち見が出る込み具合となりました。近年、

不妊症をテーマにした研修は非常に人気

があり、第 11 回日鍼会大会となる神奈川

大会でも不妊症の講座が企画されていま

す 

 

同時刻には中沢先生が講師となる震災

時の医療連携に関しての講座があり、講演

の終わった中沢先生より、日鍼会で早急に

震災時鍼灸ボランティア委員会が設立さ
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れることを聞かされました。3.11 の震災

時の福鍼会の活動は全国の師会から非常

に注目されていたようで、中沢先生ともど

もわが福鍼会を誇りに思いました。 

 

ほかの企画も無事に進行し、会場を替え

て懇親会となりました。懇親会では高名な

方々の来賓の祝辞の中、野田聖子衆議院議

員本人の挨拶もありました。野田議員は高

齢結婚のため不妊に悩み、さまざまな治療

を受けてやっと子を授かったそうです。や

はり鍼灸治療も受けていて、大変良い効果

を実感していたそうです。 

 

 

大会 2 日目は朝から台風接近とのニュ

ースを聞き、全国からの参加者も浮き足立

っていました。札幌・千歳空港は閉鎖、京

都から西の新幹線は運休など、昼近くにな

ると非常に悪いニュースばかりでした。本

来は東京で開催される日鍼会の各委員会

も、この日鍼会岐阜大会終了後に開催され

ることになっていました。合同委員会では

仲野日鍼会会長から組織拡充や鍼灸師の

意識改革、レベルアップについて台風に負

けないくらいの檄が飛んでいました。 

 

 

合同委員会の後は各専門委員会に分か

れての会議ですが、接近する台風のせいで

途中で退席して帰路につく方も多く、さび

しい委員会となりました。もともと日鍼会

大会に専門委員会開催を行う事に無理が

あったと思いました。 

中沢会長、太田先生、関根先生と記念写

真を撮り、岐阜駅から大慌てで電車に飛び

乗りましたが、名古屋までの東海道線も運

休が出始め、危なく帰れなくなるところで

した。北陸や北海道の先生方は台風が去る

までもう一泊を余儀なくされ、また福岡か

ら参加された先生方は、乗っていた飛行機

が福岡空港に三度着陸を試みても着陸で

きず、代替え空港である熊本空港に着陸し

たとか、悪天候に翻弄された思い出に残る

日鍼会大会となりました。 
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第 10 回日鍼会大会 in 岐阜 参加記 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 米倉 良平 

 

そのとき、大型の台風１９号は、本州に

接近しつつあった。 

朝の６時過ぎ、夜行バスが名古屋駅に到

着。駅構内を歩いていると、「あれっ、Ｉ

氏じゃん」前年の臨床研で一番うまがあい、

二人で飲みに行ったりしたＩ氏とばった

り再開。「名古屋ですもん、モーニングを

食べましょうよ」ということで、お互い、

発表のこと、等々を話しながらモーニング

（厚切りトーストにバターとあんこ、そし

てコーヒー）を食べる。そういえば臨床研

のときも台風だった。 

案の定、リハーサルはひどいものになっ

た。担当の指導員に何度も直せと言われて

いたが、自分の発表なので自分の考えでい

く、時間がなくて直す暇がない、等々の理

由をくっつけ、パワーポイント、事前のも

のと何も直さず挑む。全否定なくらいぼろ

くそ言われる。心の整理を、と、岐阜の街

を歩く。金華山に登り、街を見下ろす。あ

あ、この見晴らし、信長が居城として使っ

たのも納得。心も平静を取り戻せたか。 

一夜明け、発表の日。台風は九州あたり

にいるらしい。雨が降り始まっていた。プ

レッシャーはあるものの、やったもん勝ち

だ、やってしまえば何を言われようと知っ

たもんか、そう思えば心に余裕が。 

よかったのか悪かったのか、発表自体は

あっさり終わってしまった。前日とは違い、

きつい突っ込みもない。むしろ、前日、き

ついつっこみをいれていた指導員がフォ

ローに入る。ああ、そうか、ここでは発表

することじゃなくて、発表の場に立つこと

こそが、何よりも大変なことなんだな、と。

前日、にくいくらいに思っていたものも、

ありがとうございましたの言葉に変わる。 

そののち、Ｉ氏の発表。ある事柄に対し

て、質疑応答にて様々な意見が飛び交う。

Ｉ氏も、それに対し、毅然と意見をぶつけ

る。場が紛糾する。愉快痛快。 

そんなこんなする間にも、刻々と台風は

迫ってくる。帰らないと帰れなくなる。Ｉ

氏と別れの言葉をかわし、さっさと会場を

後にする。帰りの予約はない。名古屋駅に

向かい、そこから、とりあえずすぐ乗れる

東京行きのバスに乗りこんだ。 

結局、家に着いたのは真夜中になった。

台風に追われる形で郡山までやってきた。

そこから車で南相馬へ。家に着くころは、

台風の雨、風の真っただ中であった。 
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鶴ヶ城マラソンボランティアのお手伝いをして 

 

 

山内 由紀 

 

会津若松市鶴ｹ城マラソン大会・通称”鶴

マラ”は、昭和 63 年から始まり 26 回目

を迎えました。 

昨年会場が会津総合運動公園に移ったの

を機に、福島県鍼灸師会による鍼灸・マッ

サージボランティアコーナーが設けられる

ようになりました。 

最長距離もそれまでの 10 ㎞からハーフ

マラソンに変わり、より本格的なマラソン

大会となりました。県内はもちろん県外か

らの参加者も多く、遠くは福岡県からお越

しになったかたもいらっしゃいます。老若

男女参加者数は年々増加、盛り上がる一方

です。 

開会式では地元の鶴ｹ城太鼓が勇壮に鳴

り響き、歌あり踊りありお笑いありのショ

ータイム‥‥ 

スターターは甲冑を着け「エイエイオー」

まがいの「ヨーイドン」。公式キャラクター

は白虎隊をイメージした「ビャッコくん」 

会場では郷土料理のこづゆ・ほかほかに

炊きあげた米どころ会津の新米・地元の漬

け物などが、お代わり自由で振る舞われ。 

”士魂とおもてなしの会津”の郷土色を

前面に打ち出し、お祭りムード満載のマラ

ソン大会、それが“鶴マラ”です。 

 

さて、自己紹介が後になってしまいまし

た。私は会津若松市で開業しております、

保健堂治療院院長 山内隆一の妻 由紀と申

します。 

私は鍼灸師ではありませんが、昨年に続

き鍼灸マッサージボランティアの受付のお

手伝いをさせていただきました。 

心がほっこりするようなたくさんの小さ

なエピソードが生まれました。そのうちの

いくつかをご紹介いたします。 

ボランティアをなさるのは、福島県鍼灸

師会会員の先生に加え会津地区にいらっし

ゃる鍼灸師のみなさま。遠方からお越しに

なる先生方は、前日の夜に集まり会場内の

確認を済ませ前泊なさいます。 

10 月 4 日、いよいよ鶴マラ当日です。

大会の朝は早く、7 時前から会場入りです。 

鍼灸マッサージボランティアコーナーは

陸上競技場横の体育館内に設けられていま

す。 

一番早い競技は 8 時 20 分スタート、す

でに体育館内は着替えやアップなどの準備

をするたくさんのランナーたちの熱気があ

ふれています。 

私たちは持ち込んだ７台のベッドをセッ

トし、さまざまな道具を用意していました。 

早々看板を見た一人のランナーが「テー

ピングしてもらえますか？」と尋ねていら

っしゃいました。すると鍼灸師会の重鎮Ｓ

先生「テーピングなんて年に一回しかした

ことないぞ」とやんちゃなお言葉。ランナ

ーの顔に？？？ と不安の陰がさしました。 

そこで私「あんなことおっしゃつてます

が、あの先生はとても優秀な方ですから、

安心して、テーピングしてもらってくださ

い」やや疑心暗鬼ながらも、Ｓ先生にテー

ピングを施してもらい、スタート地点に向
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かって行きました。約２時間半後、「テーピ

ングのおかげで、目標の完走ができました。

ありがとうございました。」と、わざわざ戻

っていらっしゃり晴れやかな表情でお礼を

おっしゃってくださいました。 

このボランティアも２回目、前回施術を

受けた多くの方がコーナーを探して、事前

の調整、マッサージ・テーピング、或いは走

り終わった後の予約をしにいらっしゃいま

した。口々に「去年とても良かったから今

年も受けたい」とおっしゃってくださいま

す。まだ２回と言ってもすでに歴史ができ

ていました。 

申し込み用紙にご自分の名前にルビをふ

った方がいました。私は「アッ！」とつぶや

き「◯◯さん、覚えています。」そして、「昨

年はすみませんでした。」と頭を下げました。 

その方のお名前は、上田と書いて”うえ

だ”ではない読み方をします。昨年も口頭

で読みを伝えてくださったのですが、初め

てで慣れない上に、ハーフマラソンが終わ

り一気にごった返した受付で、すっかり忘

れてしまった私は用紙だけを見て、何度も

「“うえだ”さ～ん」とコールしてしまい、

上田さんはずっと飛ばされ続け、長時間お

待たせするという失礼をしてしまったので

した。 

それでも、今年も来てくださいました。

「いつも間違えられるんですよ。去年走っ

たすぐ後にメンテナンスしてもらえて本当

に楽だったんです。今年もお願いしますね。」

と言って予約を済ませ出走、そして見事完

走。しかも自己記録更新なさいました。笑

顔で戻っていらっしゃり、気持ち良さそう

に施術を受けてお帰りになりました。「また

来年！」の言葉を残して‥‥ 

鶴マラには、車椅子の部もあります。 

車椅子ランナーをサポートする方たちが

鍼灸・マッサージボランティアコーナーの

真ん前の椅子にスタンバイしていらっしゃ

いました。 

今年の車椅子部門参加者は３名でしたが、

伴奏者を含めて 10 名近くの方がサポート

しています。 

競技の合間で、鍼灸マッサージボランテ

ィアコーナーが落ち着いていた時、その中

の数名の方が「私たちゼッケンないんです

が‥‥、」と遠慮がちにおっしゃいます。 

（申し込み用紙には、ゼッケン番号を記入

し施術を受けられるのは基本的に参加ラン

ナーとなっています。） 

私が躊躇していると、横で聞いていらし

た鍼灸師会会長「走っているのだから､いい

ですよ。どうぞ」と‥‥。 

そのうち、車椅子サポートの中でやや年

長の女性と会長が挨拶を交わし、談笑して

います。 

その方も会長も、いわき・郡山など福島

県内の数々のマラソン大会でそれぞれのボ

ランティアとして参加し、顔なじみだった

のです。 

お二人の間にはお互いがやっていること

をおもんばかり、培ってきたものを共有し

ているかのような、暖かい空気が流れてい

たのを私は感じました。 

 

地域への貢献と鍼灸治療普及という目的

で始まった、『鶴マラ、鍼灸・マッサージボ

ランティア』です。その目的も確実に達成

していると思いますが、それに加えてわず

か２年２回目でも人と人のたくさんのふれ

あいがあり、ドラマが生まれています。 

やはり、続けていくことが大事なのだと、

しみじみ思います。 

継続は力なり、継続するは愛なり 

  「また、来年・・・」



 

 

 

【福鍼会陸上部デビュー！ 只今部員募集中・・・】 

この度、走ることが好きな有志により福鍼会 陸上部を結成し、11 月 2 日に開催され

た猪苗代湖ハーフマラソンにてデビューしま

した。 

現在のところ部員は田中宏明先生、山内隆

一先生、太田友理香先生、米倉良平先生、関

根美智先生そして柏原の 6 名です。どうせ走

るなら福鍼会の宣伝もしようと名入のお揃い

の T シャツも作りました。11 月 2 日はお天

気にも恵まれ、田中先生、山内先生および私

はハーフマラソンを、太田先生は 10 キロを

無事完走しました。 

治療家は自分の健康以上に患者を健康には

出来ないと言われます。ただいま、部員募集中です。あなたも一緒に走って、良い汗をか

いてみませんか？（柏原 記） 

 

 

【表紙写真について】 

下郷町にある観音沼県立公園。ミツガシワの花で、見頃は４月下旬。 

観音沼は東を那須連邦最高峰三本槍岳、南を裏那須連山の三倉山、

大倉山、流石山に囲まれた静かな自然公園。白河方面から車で国道２

８９号（甲子道路）「道の駅下郷」の先を左折して約１５分。 
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