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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、よい年をお迎えになられたことと、お慶び申し上げます。 

 昨年は５月２２日から２４日の３日間、郡山市の「ビッグパレットふくしま」において

第６４回公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会が開催されました。この大会

では、本会顧問の福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座教授の三潴忠道先生を

会頭とし、多くの本会会員の協力のもと盛会となりました。テーマを「今、鍼灸の復興を 

～拓け未来、育め希望～」とし、東日本大震災からの復興とともに、鍼灸の復興への道筋

を示すことができました。 

全国から多くの参加者を集め成功したのは、充実したプログラム内容だけではなく、温

かく迎え入れた東北人の優しさに触れていただき、感動を与えたからでしょう。医療人と

して必要なのは学識の高さだけではなく心の温かさも大切で、それを表現できたこの大会

は、運営した鍼灸師や鍼灸学生にとって大きな収穫となり、一回りも二回りも大きく成長

しました。 

 今年は９月１８日と１９日に、第５０回東北鍼灸学会学術大会福島大会が、同じ「ビッ

グパレットふくしま」において開催されます。テーマは青年鍼灸師の希望で「もっと熱く

なれよ！スポーツ鍼灸の実際」とし、記念大会として初企画の分科会やワークショップも

予定しています。おそらく、今後の東北鍼灸学会において大きな影響を与える学術大会に

なるでしょう。 

 全国大会の運営を経験し、東北レベルでの大会でさらに内容をスポーツに掘り下げ、競

技スポーツだけではなく健康増進や性差医療の視点など多面的にスポーツ傷害を捉え、鍼

灸師独特の視点で企画する若い鍼灸師の情熱に期待を寄せています。東京オリンピックの

開催も決まり、スポーツへの関心もさらに高まることでしょう。スポーツ鍼灸の分野でも

さらに未来を拓き、希望を育んで欲しいと願っています。 

 ２年連続の大きな大会ですが、それぞれ別な大会としてではなく、昨年の全日本鍼灸学

会学術大会ふくしま大会を継承し、充実したものにいたします。 

 学術大会の開催は、その開催地に学術の進歩発展を残します。 

 福島県鍼灸師会では大きな学術大会の連続開催により、さらなる資質の向上を目指しま

す。そのことにより、県民のみな様への健康増進に繋げるよう努力いたしますので、これ

からもご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
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年頭所感 

 

 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 

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

大晦日と元旦、たった一晩の違いで空気が一変し、初日の出はいつもの日の出でと違う

想いがいたします。除夜の鐘とともに、行く年を思い返し来る年に思いを巡らせた方も多

いことでしょう。 

昨年は、中沢会長はじめ会員の諸先生による全身全霊をこめたご尽力により、全日本鍼

灸学会ふくしま大会が開催されました。「今、鍼灸の復興を ～拓け未来、育め希望～」と

したキャッチフレーズの実現に向け、その第一歩として実り多い大会だったと思います。

今年はその実現を目指して、皆様の知恵と工夫が求められる大切な年です。学と術は車の

両輪、学会と業界団体の立場こそ違え、６月の全日本鍼灸学会北海道大会、続いて９月に

開催される東北鍼灸学会を、今後の鍼灸界にとって重要な節目としたいものです。 

2015 年は IS（イスラム国）のテロ行為に象徴される、種々の争いがありました。それ

に対する米欧露のスタンスの違い、また中国の国際的な動向など、つまりは各自が利己的

になり、また自らの主張が正しいとした、排他的な思想と行為に根源的な問題があります。

利己的といっても、誰しも自らの本質は善と信じています。ただ、自分が善であるように、

他人もその性は善であることを悟る必要があります。旧年 12 月 30 日のテレビ朝日系放

送で、中国人観光客のマナーの悪さ、非常識さを長々と取り上げていました。何と浅はか

なことでしょうか。自分の視点から見た他人の欠点をただ悪しざまにののしるのは、自ら

の自信のなさ、卑屈であることの裏返しです。かつて欧米人に対する卑屈な感情を持ちつ

つ、アジアの同胞を卑下した歴史への反省がありません。我が国は「和をもって尊しとな

す」文化を持ち、大和とも称しました。万物に神を見出し、絶対排他的信仰を持たずに種々

の宗教をも受け入れる日本人こそ世界の和に役立つはずで、自らが何をなすべきか、自問

する日々です。 

鍼灸の本質は優れた臨床能力を有する医療であり医学です。まず、鍼灸に携わる方々に

その認識をもっと強く持っていただきたい。そして各々が鍼灸師として、医療人として、

福島県民として、東北人、日本人、地球人として、この素晴らしい医学の活用と発展をめ

ざし、具体的に何を為すべきかを考え、実践して参りましょう。その立場と具体的内容は、

臨床、研究、教育や制度など様々でしょうが、私たちそれぞれが自分にできることを求め

行動する。そんな 1 年としたいものです。 
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新年のご挨拶 

 

 

 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 

 

 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。 

先の東日本大震災から５年を経過しようとしていますが、福島県の再生・復興に国・県・

地元行政とも全身全霊をかけて取り組んでまいりました。完全復興への道のりは未だ道半

ばですが、県内各地で明るい兆しも見え始めています。 

反面、原発事故の影響は未だ解消されず、長期にわたる避難生活を余儀なくされている

方々、更にはそれらから生じる風評被害と、農業・水産業に携われている皆様にはまだま

だ完全回復されていない状況にあります。 

 

甚大な被害を被った本県だからこそ復興の“先”をまっすぐ見据えて、これから進むべ

き将来の姿を示し、再生可能エネルギー立地県として、多種多彩な農業の推進、充実した

福祉・子育て環境の構築を目指し、郷土の一日も早い完全復興を最優先し、明日への希望

を持てる「ふるさとふくしま」づくりを行います。 

 

将来に「夢を持てるふくしま」のため、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。 

 

 本年も９月１８日から１９日にビックパレットふくしま（郡山市）に於いて第５０回東

北鍼灸学会学術大会福島大会が予定されておりますが、鍼灸医療の更なる発展と、地域・

家庭医療の浸透、健康保持・増進に微力ながら貢献してまいります。 

 

結びに、本会の益々のご隆盛と、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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第 11 回日本鍼灸師会全国大会神奈川大会での講演より 

平時と災害時の地域システムから見た鍼灸 

－地域を守る鍼灸師として－ 

 

会長 中沢 良平

 平成 27 年 10 月 31 日と 11 月 1 日、パシフィコ横浜で開催された第 11 回公益社団

法人日本鍼灸師会全国大会神奈川大会の「災害医療における鍼灸師の役割とは」の講座に

おいて、国立病院機構災害医療センター臨床研究部長・救命救急センター長で DMAT 局

長、日本集団災害医学会会長も務められています小井土雄一先生と一緒に講演する機会が

得られました。当講座では、地域包括ケアシステムと災害時地域システムとの近似性と関

連性、そして多職種協働を実現する際の多職種間連携教育の必要性を述べてきました。 

 以下は、その講演要旨となります。一人でも多くの鍼灸師が災害医療に興味を持ち、平

時でも災害時でも地域に貢献していただければと思います。 

 

 

地域福祉援助のあり方として、「自助でな

ければ互助で、互助でなければ公助で」と

いう従来型の社会構築の３要素から、自助、

互助、共助、公助が対等に（優先順位なく）

おこなわれ、「それぞれに何ができるか」と

いう視点で事をおこなう４要素の社会構築

が目指されてきた。この４要素を地域のケ

アに取り入れたのが地域包括ケアシステム

である。 

また、災害時地域システムでも４助に分

けられ、地域包括ケアシステムと同様なシ

ステムといえる。特筆すべきことは、公助

として東日本大震災での医師の口頭同意の

みで０割負担１０割給付といった鍼灸の療

養費支払制度がある。 

地域包括ケアシステムは、住まいの上に

「医療・看護」「介護・リハビリ」「保健・予

防」のサービスが提供される。団塊の世代

が７５歳以上となる 2025 年を目途に住

み慣れた地域での生活を続けてもらうよう

にしている。この施設（病院・介護施設）か

ら在宅（自宅）への移行は医学モデル型支

援から生活モデル型支援の移行でもある。

すなわち、治す医療から支える医療、キュ

アからケアへという医療の質の変化が社会

現象となっている。鍼灸は日本古来の地域

医療であり、地域包括ケアシステムのフィ

ールドはもともと鍼灸師の活躍の場である

ので、積極的な地域包括ケアへの関わりが

求められる。 

 

 
（左は小井土雄一先生、右は筆者） 
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 地域ケア会議のメンバーには、自治体職

員、包括職員、ケアマネージャー、介護事

業者、民生委員などの介護関係者のほか、

ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、医師、歯科医師、薬剤

師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士など

医療関係者が列記されており、『第 100

回社会保障審議会介護給付費分科会資料』

に、はり師、きゅう師の名称が明記され

た。 

 この地域ケア会議の参加者として挙げら

れた職種が、災害時地域ケアでも同じ職種

となる。すなわち、地域包括ケアシステム

は災害時地域包括ケアシステムの意味合い

を持つ。避難所とは臨時にできた一つの地

域と捉える。また、平時の医療スタッフが

災害時の医療スタッフにもなるので、「地

域・家庭医療としての鍼灸」という地域ケ

アに根ざした視点を日頃から持つことが鍼

灸師には必要である。 

 災害サイクルから見た地域テーブルの位

置としては、救援期と復興期には災害時地

域テーブルが置かれ、災害被害軽減期と災

害準備期には平時の地域テーブルが置かれ

る。 

 

 多職種協働（ＩＰＷ）には、いわゆる統

合医療と地域包括ケアという二つの考え方

ができる。統合医療は病院施設で展開でき

る医学モデル型支援で、地域包括ケアは生

活モデル型支援といえる。同じ多職種協働

でも、避難所を一つの地域と見做した場

合、地域包括ケアシステムという視点で望

んだ方がわかりやすい。 

 鍼灸師会の取り組むべき災害支援ネット

ワークであるが、基盤と機能、連携の３要

素が求められる。基盤とは、日本鍼灸師会

と地方鍼灸師会に災害対策本部を設置する

ことで、機能は日本鍼灸師会と地方鍼灸師

会とが災害対策マニュアルを作成すること

である。それらが連携するブリッジ型のソ

ーシャルキャピタルが構築されれば、次の

災害に対応することができる。 

 一方、地方鍼灸師会としての災害医療支

援のための連携については、都道府県の災

害対策本部や日本鍼灸師会、都道府県医師

会や都道府県歯科医師会などとの連携が必

要である。被災地鍼灸師会は災害対策本部

を設置し、災害状況などの情報収集をおこ

ない、各関連団体との連携を通じ、登録さ

れた「災害医療支援鍼灸師」を被災地に派

遣することが望ましい。 

 多職種協働を推進するには、それぞれの

職種がどのようなものなのか、関連職種に

ついて学び合う多職種間連携教育（ＩＰ

Ｅ）は避けられない。医学会での発表や、

地域での健康福祉フェスティバルで多職種

の交流を進める必要がある。 

 また、国際医療技術財団（JIMTEF）で

の災害医療研修は優れた多職種間連携教育

の場になっているので、鍼灸師は積極的に

受講することが望ましい。 

 鍼灸師が地域包括ケアシステムに参入す

るには、平時からの多職種交流をする必要

があるが、このことは災害時にも役立つ。

そのためにも、多職種間連携教育が推進さ

れるべきである。 
公益社団法人日本鍼灸師会 災害医療対策委員会 委員 

公益社団法人日本鍼灸師会 介護予防委員会 委員 
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第 64 回(公社）全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会開催記 

 

第 64 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会 事務局長 

学術部長 三瓶 真一 

 

 

鍼灸界の一番の話題となった全日本鍼灸学会学術大会の開催された 2015 年、新しい年

を迎え次へのステップを踏み出すために、もう一度振り返ってみたいと思います。 

本邦鍼灸界で一番大きな行事である全日本鍼灸学会学術大会の開催準備は、実に開催 2

年以上も前から始まりました。大会会頭は、福島医大会津医療センター漢方医学講座教授

である三潴忠道先生が、大会実行委員長にはわが福鍼会会長の中沢先生が就きました。大

会役員の核でもある企画調整委員会は、三潴先

生配下の会津医療センター漢方医学講座の先

生方や福鍼会の主だった理事が就任し、文字通

り会津医療センターと福鍼会の二人三脚で地

元を固め、学会本部から福田文彦学術部長（現・

明治国際医療大学教授）などの方たちと、大雪

の会津や酷暑の郡山で会議を重ね、ようやく 2

年後にビッグパレットふくしまで開催の運び

となりました。国内最高の学会を福島県で開催

できたことは、本当に名誉なことだと今でも思

います。 

 

今ここで、大会の主要プログラムを記してみます。 

特別講演 

・医療人は国民にどんな貢献が出来るのか  

菊地 臣一（福島県立医科大学 理事長 兼 学長）  

・日本独自の医～漢蘭折衷の‘和方’  

鈴木 一義（国立科学博物館 産業技術史資料情報センター長）  

 

会頭講演 

・鍼灸の復興を目指して  

三潴 忠道（福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座 教授）  

 

会場入り口 
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教育講演 

・うつの理解と対処  

丹羽 真一（福島県立医科大学 会津医療センター 精神科 特任教授） 

・総合診療専門医の養成と地域包括ケアシステムにおける役割  

葛西 龍樹（福島県立医科大学 医学部 地域・家庭医療学講座 主任教授 ）  

・プライマリ・ケアとしての鍼灸  

中沢 良平（一般社団法人 福島県鍼灸師会 会長）  

 

シンポジウム１ 難治・難病への挑戦 -難治・難病の鍼灸治療- 

・難病に対する鍼灸治療の現状  

金子 聡一郎（東北大学病院漢方内科）  

・難治・難病への挑戦 -リウマチ・膠原病に対する鍼灸治療-  

粕屋 大智（東京大学医学部付属病院 リハビリテーション部 鍼灸部門 主任）  

・パーキンソン病に対する鍼灸治療の挑戦  

江川 雅人（明治国際医療大学 保健・老年鍼灸学講座 教授）  

・消化器領域の難病 炎症性腸疾患の鍼灸治療について  

松本 淳 （岐阜大学大学院 医学系研究科 循環病態学 第二内科）  

 

シンポジウム２ 不妊症と鍼灸治療 

・統合医療を用いた生殖医療最前線  

森本 義晴（ＨＯＲＡＣグランフロント大阪クリニック 院長、IVF JAPAN CEO）  

・エビデンスからみた世界の不妊鍼灸の現状  

田口 玲奈（明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座 講師）  

・不妊に対する鍼灸治療のエビデンスを求めて 

木津 正義（明生鍼灸院 副院長）  

・臨床現場における不妊鍼灸の質向上への取り組み  

中村 一徳（なかむら第二針療所･草津栗東鍼灸院 総院長･不妊鍼灸ネットワーク会長） 

 

医師向け鍼灸入門講座 

・鍼・灸とは？ デバイスの説明と基本実技  

坂口 俊二（関西医療大学 准教授）  

・経絡経穴ってなに？ 経絡経穴を理解するための「気血」を意識した実技  

津田 昌樹（はり灸夢恵堂 院長）  

・現代医学的な病態に基づく鍼灸治療  

坂井 友実（東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授）  
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教育講演ワークショップ 災害医療とは何か 

・災害医療とは何か  

小早川 義貴（国立病院機構災害医療センター 臨床研究部）  

・東日本大震災時における鍼灸マッサージ治療経験から  

高山 真（東北大学院医学系研究科 総合地域医療研修センター 准教授） 

 

いかがでしょうか？ このような学会を本県で開催したことは、今でも夢のようです。 

 

大会のテーマは『復興』を強く意識しました。震災からの東北の復興と、古くから医療

の中核をなしてきた鍼灸の『復興』を合わせて『今、鍼灸の復興を ～拓け未来、育め希

望～』をテーマに掲げました。 

 

大会の内容を端的に表すものとして、三潴学会頭の開催あいさつに次の一節があります。 

 

“『鍼灸医学は全人的な視点を持ち、プライマリ・ケアから難病まで、わが国における医

療の一翼を担ってきました。この、優れた臨床能力を内在する鍼灸医学が医療現場から遠

ざけられた理由は、政策決定者の責任だけでしょうか。  

鍼灸医学の世界における歴史、日本における位置づけや経緯を再確認してみたいと考え

ます。また現状と問題点を把握し、その原因を探索すべきでありましょう。そして今後の

鍼灸が進むべき道は何なのか、 

本学会はもちろん鍼灸界はどう対応すべきか。第 64 回大会が鍼灸の教育や制度を含め

た検討の場となり、なすべき作業工程が少しでも明らかとなって、更なる実践へとつなが

る機会になれば幸いです。』” 

 

大会第一日目～三日目は、現在・過去・未来

という内容のセッションで構成し、先に挙げた

主要プログラムは地元の企画調整委員会で企

画し、2 年間温めてきたものです。ほかにパネ

ルディスカッション１～６、セミナー2 講座、

実技セッション、臨床研究ステップアップワー

クショップセミナー、サテライトステップアッ

プセミナー、市民公開講座 2 講座、ランチョン

セミナー4 講座、一般口演発表、ポスター発表、

学生ポスター発表など約 270 題がありまし

た。 

髙久史麿先生 
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また三潴先生のお骨折りにより、日本医学会

会長の髙久史麿先生を交えた記者会見も実施

できたことは、64 回を数える全日本鍼灸学会

学術大会でも初めてのことでした。 

 

大会の内容もさることながら、器となる会場

ビッグパレットふくしまは東日本大震災に伴

う東京電力福島第一原子力発電所の事故によ

り一時は 2500 名以上の避難者を抱え込んだ

避難所でもありました。このような場所で『復興』をテーマにした大会を開催できたこと

は、なにか運命的なものを感じます。参加者は全国からまた海外から約 1400 名を数えた

大会となり、郡山市内のホテルなどの宿泊施設は早くから満杯となったそうでした。 

こだわりぬいた大会内容に、地元・福島医療専門学校の学生ボランティアをはじめ、東

北支部の学会会員、わが福鍼会会員の参加者目線に立った大会運営も素晴らしく、『素敵な

大会』、『参加して本当に良かった』と参加者からお褒めの言葉を多数いただきました。 

 

大会二日目の懇親会では、本田みどりさんの

ジャズライブに加え郡山市立第 5 中学校の混

声合唱団による三曲の合唱は大変すばらしく、

多くの方がその美声に感激して涙を流してい

たようです。合唱王国・福島、楽都・郡山を楽

しんでいただいた懇親会参加者は、実に 400

名を越えました。 

 

大勢の方に福島のすばらしさを実感していた

だき充実した 3 日間は夢のように閉幕しまし

たが、『復興』をテーマにしたこの大会の流れを止めず、医療においての鍼灸の立ち位置を

より大きなものにしていくことが我々の責務であると強く感じます。 

 

この流れを汲んで、平成 28 年 9 月 18・19 日の二日にわたり、第 50 回東北鍼灸学

会学術大会福島大会を本会担当で開催いたします。会員のみな様におかれましては、『復興』

の流れを大きくし大河になるようご協力のほどお願い申し上げます。 

最後になりますが、第 64 回(公社）全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会開催について、

みなさま方の多大なご協力に感謝いたします。 

ポスター発表会場 

スタッフ集合写真  
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第 49 回東北鍼灸学会宮城大会に参加して 

 

組織部長 柏原 修一 

 

9 月 5 日、6 日の二日間、宮城県仙台市・

エルパーク仙台において開催された東北鍼

灸学会に参加し、一般口演で発表してきま

した。 

 

初の大きな大会での発表です。昨年 9 月

に受講した第 34 期鍼灸臨床研修会で本年

10 月に開催される日本鍼灸師会全国大会

神奈川大会で症例報告することが決定して

いたので、ちょうど良い予行演習になると

思い、臨みました。 

 

発表にあたっては学会発表者にとって話

題の本『あなたのプレゼン誰も聞いていま

せんよ！-シンプルに伝える魔法のテクニ

ック』（渡部 欣忍著）を読んで、わかりや

すくシンプルなスライド作成に努めたつも

りです。 

 

発表の演題名は「一回の治療で消失した

右腰下肢のしびれ」です。本症例は６年前

に野球のスライディングで受傷した後、長

年にわたる右腰下肢のしびれ感を訴えて来

院した 27 歳の男性患者さんです。 

 

ちょうど臨床研修会終了直後に来院した

患者さんで、研修内容にそって問診、診察、

徒手検査をやった結果、右 L5 椎間板ヘル

ニアと診断し、圧痛点への一回の刺鍼でし

びれが消失したのでとても印象的な症例で

した。 

 

一点特徴的だったのが、愁訴の発現は重

量物の運搬時のみで、それも下肢の疼痛は

なく、しびれ感のみであるということでし

た。徒手検査では下肢伸展挙上テスト（SLR）

でしびれの誘発を見たほか、S1 神経根領域

の知覚鈍麻を認めたので上記の診断とした

わけですが、臨床マニュアルでは SLR は疼

痛の誘発を陽性としますので、この点を質

問され、うまく回答できなかったことが反

省点でした。さらに治療後二ヶ月経過した

ときに、その後の様子を確認するために連

絡をとったのですが、本人ときちんと話す

ことが出来なかったことも心残りでした。 

 

今回の発表を契機に、スライドの作成方

法から整形外科診断ハンドブック等の各種

資料を勉強することとなり、結果的に自分

の臨床力を高めることができたことは大変

良い経験でした。 
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もっと熱くなれよ！東北鍼灸学会福島大会に向けて 
 

 

学術部副部長 関根 美智

皆様！熱くなっていますか！？東北 6

県が持ち回りとなり開催している東北鍼灸

学会は、今年は福島県が開催県となってい

ます。2020 年に日本での開催が決定し

た東京オリンピック・パラリンピックや、

日々増加するスポーツ人口に対応するた

め、今回の福島大会のテーマは『もっと熱

くなれよ！スポーツ鍼灸の実際』と銘打

ち、内容のほとんどをスポーツ関連の話題

にしています。

 

第 49 回仙台大会の懇親会にて 

来年の大会の案内をする本県参加者 

 

東北鍼灸学会は昭和 42 年に東北の鍼灸

師有志が集い、第 1 回鍼灸研修会を岩手

県花巻市にて開催したのが始まりです。そ

こから名称が変わったり、運営が東北 6

県の持ち回りとなったりと変化を重ね、今

回の福島大会で第 50 回を数えます。 

 

この記念すべき大会をまとめ上げる学会

頭には本会会長の中沢良平先生、準備から

当日の運営までを統括する実行委員長には

本会副会長の三瓶真一先生、各種事務仕事

をまとめる事務局長には小沼慎介先生、ま

た、福島県立医科大学会津医療センター漢

方医学講座教授の三潴忠道先生を相談役に

迎え入れ、東北だけでなく全国に向けて発

信できる大会となることでしょう。 

現在は実行委員会が立ち上がり、委員の

先生方がより良い大会になるよう準備に精

励しています。10 月 22 日に行われた第

1 回実行委員会では、委嘱状の授与や、プ

ログラムについての話し合いがもたれ、大

会初となるびっくりぽん！な web サイト

の披露などが行われました。 

 

会期は、平成 28 年 9 月 18 日（日）

～19 日（月・祝）、会場はビッグパレッ

トふくしまです。スポーツの秋に魅力的な

プログラムを用意してお待ちしています。 

おいでなんしょ！福島へ！ 

 

 

学会頭より委嘱状を受け取る小沼先生 



12 
 

『ファミリーフェスタ考察③』 
 

 

総務副部長 白井 和弥

【事業報告】 

今年度 10 月４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 2015』が開催されました。こちらのイベントは、私たち鍼灸師の職能

団体である福島県鍼灸師会を始め、診療放射線技師会、歯科衛生士会、栄養士会、助産師

会ほか多くの職能団体や、介護・福祉施設が会場にブースを設けます。各ブースにおいて

市民の皆さまが健康について体験し考える！そのようなイベントであります。 

私たち福島県鍼灸師会は例年同様、「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。昨年はあいにくの雨模様で来場者が少なかったですが、今回は天

気に恵まれ、例年以上多くの方が訪れ、鍼灸の体験治療コーナーも来場者が途絶えること

なく盛況でありました。およそですが、120 名以上の市民の方が訪れたと思います。 

今回も市民の皆さまへ鍼灸に関する「アンケート調査」を実施させていただきました。

アンケート調査は今回で３回目となりますが、貴重な意見や新たな発見に毎回出会えたり

します。いつも聴取にご協力いただいております本会会員の先生方には、今後ともお力添

えをお願いしたいと存じます。改めて、いつもご協力感謝しております。 

 

【アンケート集計】 

総勢およそ 120 名の来場者の方のうち 100 名の方に対して、以下の３つの質問事項

に回答していただきました。アンケート用紙は例年１００枚用意しておりますが、今回は

それを上回る来場者数になりまして、すべての方へアンケート調査をすることができませ

んでした。アンケート用紙不足のため、来場者全員とはいきませんでしたが、100 名の

回答を得られたのは今までで最多であります。本会ブース内では「来場者に最初にアンケ

ートを書いてもらう（又は代筆）→その次に健康相談や鍼灸体験治療を施す」といった流

れができております。本会の先生方もファミリーフェスタ内ベテラン鍼灸師となりまし

た。落ち着いた穏やかな対応に「安心感・興味」をもたれた来場者がいました。経験を積

む、重ねていくことで鍼灸のブースがさらに魅力的になるように、今後とも精進してまい

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 はり治療、きゅう治療、または鍼灸師にはどのようなイメージがありますか？ 
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今回の設問ですが、前々回初めてアンケート調査をした設問と同じくしました。理由と

して、やはりこの３つの質問事項が鍼灸受療状況の基本的なものとして捉えられるからと

思ったからです。もっと他にも詳しく聴取したいというアイディアもあるのですが、アン

ケート聴取に時間をとられすぎると、ブースでの流れ・印象が悪くなるデメリットが考え

られます。よって質問事項は３つが適度かと思っております。以下、今回の集計結果の報

告と考察を述べてみたいと思います。 

 

 

 

設問① 鍼灸治療を受けたことはありますか？ 

 

ある     28 人 

ない     72 人 

 

 

 

 

 

【考察①】 

 鍼灸治療経験の有無を確かめる質問ですが、今回で３回目となります。数字を見ると上

記グラフのとおり、フェスタ来場者における過去３年間の鍼灸受療率は変わらないといえ

ます。すなわち鍼灸経験者３割、残りの７割が鍼灸未経験者であります。 

 アンケートの質問は、鍼灸治療を受けたことがあるか・ないか？を問うだけですので、

「鍼灸経験者」といっても過去から現在に至るまで何回鍼灸を受けたかはわかりません。

一度きりの方もいるでしょうし、何十回以上治療を受けた方もいるでしょう。現在進行形

で鍼灸院に定期通院されている方もいれば、ファミリーフェスタのような体験イベントで

お試し治療のみ受けた方もいらっしゃいます。 
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 『４．９％』…、ご存知の方は思い出してほしい数字であります。2014 年に調査さ

れた鍼灸の『年間受療率』であります。残念ながら鍼灸の年間受療率は減少傾向にありま

す（以下グラフ参照）。＊1 

 

 この減少傾向、下がり続ける鍼灸受療率を厳しく受け止め考えてみました。ファミリー

フェスタでは鍼灸経験者は 30％前後で過去３年間推移しています。この 30％という数

字、決して甘くはない！そう実感しました。「①鍼灸治療を受けたことはありますか？」

→こちらの設問ですが、『過去 1 年以内に』や『ファミリーフェスタ体験治療を除いて』

などと、期間や条件を加えて鍼灸治療経験の有無を問うとしましょう。あくまで予測です

が、1 年以内に治療費を払って鍼灸を受けたことのあるフェスタ来場者は相当低い数字が

予測されます。フェスタでの鍼灸経験者の割合は横ばいで推移している→よって健闘して

いる！…、そんな生易しいとは思えません。 

 今後の課題としてアンケートの聴取にあたり、鍼灸経験者へ「いつの期間」と「治療を

受けた場所（施術所？病院？接骨院？）」を聴取できたら全国調査との比較にもなり得る

と思います。 
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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） 

  

症状 来場者全員 鍼灸経験あり 鍼灸経験なし 

頚・肩こり 39 13 26 

腰痛・坐骨神経痛 17 5 12 

頭痛 8 3 5 

膝痛 4 1 3 

不定愁訴 2 2 0 

上肢痛・シビレ 2 1 1 

肩関節痛 2 1 1 

手指痛・腱鞘炎 2 0 2 

高血圧症 2 0 2 

冷え症 2 0 2 

肘痛 1 0 1 

花粉症 1 0 1 

アレルギー疾患(?) 1 0 1 

鼡径部痛 1 0 1 

肝機能障害 1 0 1 

咳嗽 1 0 1 

加齢黄斑変性 1 0 1 

視力低下 1 0 1 

歯痛 1 0 1 

手関節ガングリオン 1 0 1 

風邪 1 0 1 

歩行異常 1 0 1 

うつ病 1 0 1 

不眠症 1 0 1 

無回答 1 0 1 

なし 35 8 27 

 

【考察②】 

 フェスタ来場者が抱える疾患・症状の調査結果になります。こちらも 3 年連続同じ設

問となりましたが、回を重ねるごとに少数愁訴の種類が増えています。ただし、アンケー

ト調査に協力いただいた来場者の数が増えたこともあるので、現時点では愁訴の種類が増

えていることに意味があるのかは不明です。 

 今回の結果を見て気になったのは、「健康上の問題がない」と答えた来場者の数です。

過去 2 年の集計から「鍼灸経験なしの来場者において（気になる症状がない）健康者が

顕著に多い」と分析していましたが、再考してみたいと思います。 
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 上記の表ですが「鍼灸経験の有無」と「症状の有無」にて割合を算出したものです。こ

の算出の意味ですがすなわち、1 人の来場者が「肩こり・腰痛・頭痛・目の疲れ」と 4

件の症状を訴えるとして、別の 1 人の来場者が「症状なし」と回答した場合、来場者 1

人分の回答に 4 倍の開きが出てしまいます。ということで、症状が複数ある来場者も 1

人は 1 人分として症状がない来場者との割合を比較するため、H25～H27 にかけての来

場者総数における「鍼灸経験あり＋症状あり」・「鍼灸経験あり＋症状なし」・「鍼灸経験な

し＋症状あり」・「鍼灸経験なし＋症状なし」以上 4 群の割合を示してみました。 

 過去 3 年間、短い期間での推移ですのでまだはっきりとは言えませんが、症状を訴え

る方が減少傾向・症状がない方が増加傾向にあります。フェスタ来場者において、鍼灸経

験の有無と問わず症状がない方、すなわち健康者が増え続けることは「鍼灸を体験しても

身体に変化がない」それは→「鍼灸の効果を体感し得ない」ということに繋がるのでは？

と不安が湧いてきます。 

 そしてもう 1 点。ご覧のとおり過去 3 年間において一番大きい割合を占めているのが

「鍼灸経験なし＋症状あり」群になります。およそ 5 割の来場者が何らかの症状を抱え

ているが鍼灸治療を受けたことがない！この群をメインターゲットとして捉え、今後の鍼

灸普及活動にアイディアを絞られればと思います。 

 

 

 
設問③ はり治療、きゅう治療、または鍼灸師にはどのようなイメージがありますか？ 

（複数回答可）   

 良いイメージ 29 件（コメント数） 

 悪いイメージ 58 件 

 どちらともいえない 21 件 
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≪鍼灸治療経験ありグループのコメント≫  

 【良いイメージ・13】   

 東洋医学的な施術・専門家（3 人）／即効性がある治療／血の巡りを良くしてくれる／ 

 副作用がない／ツボに直接働きかけてもらえるのが良い／（施術者の）感覚が鋭い 

 数十年に渡り施術を受けている／優しい方が多い／とても親しみを感じる／準医師 

 灸はセルフケアにて実践中  

 【悪いイメージ・8】   

 怖い（6 人）／痛い（2 人）  

 【どちらともいえない・8】  

 本当に効果があるのか知りたい／病院で治らない人が受ける治療／無回答（6 人） 

    

    

≪鍼灸治療経験なしグループのコメント≫  

 【良いイメージ・16】   

 とても気持ちいい(4 人)／優しい感じがする（3 人）／自然治療のイメージ（2 人） 

 良い（2 人）／東洋医学的専門家・癒し（2 人）／思ったよりも痛くない 

 副作用がない／安心できる  

 【悪いイメージ・50】   

 痛い（24 人）／怖い（16 人）／熱い（5 人）／本当に効くの？という感じ／ 

 せんねん灸で昔に低温火傷をした／金額が高い／関心なし／行きづらいイメージ 

 【どちらともいえない・13】  

 高齢者が受ける治療（2 人）／韓国ドラマで見たことがある／無回答（10 人） 
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【考察③】 

 こちらの質問ですが「鍼灸という治療法」や「鍼灸師という職業人」は一般の方にどう

思われているか？いわゆるイメージ調査になります。実はこの質問、2 年前にもアンケー

ト調査をしました。グラフは H25 年と H27 年での比較になります。同じ質問をするこ

とで、縦軸としての推移が読めてくる…（！？）アンケート調査ですが、単発で行い分析

して終わりではなく、時間と回数を重ねることで「傾向」がわかると思います。グラフの

数字ですが、こちらも複数回答可の質問でしたので【考察②】でも述べたと同様「1 人に

対しては 1 人分」として複数回答された方も「鍼灸経験の有・無」その中で「良いイメ

ージ・悪いイメージ・どちらともいえない」以上 6 群に分けて割合を算出しました。 

 H25 年と今回 H27 年の比較ですが、割合の変化として特筆すべきは「鍼灸経験な

し・悪いイメージ」こちらの群の増加です。２年前より悪いイメージが先行しているのか

…？ただし、他の群の割合を見ると H25「鍼灸治療経験なし・どちらともいえない」群

の割合が H27 年になって「どちらともいえない」群から「悪いイメージ」群に流れ込ん

だような気もします。他の４群の割合変化が少ないという理由もあります。いずれにせよ

２人に１人が「痛い」・「怖い」・「熱い」この３つの悪いイメージを挙げるという事実は鍼

灸の普及が進んでいない、鍼灸の衰退が進んでいると考えられます。 

 他ですが、救いといえるのは「鍼灸師という職業人」に関するイメージのコメントが今

回は複数寄せられたことです。２年前は「鍼灸師は大変な職業なのでは？」という１件の

コメントしかなかったです。冒頭でも述べましたが、私たち福島県鍼灸師会ファミリーフ

ェスタ参加メンバーも「フェスタ内ベテラン鍼灸師」。落ち着いて喜ばれるような体験治

療を施す我々、その姿に好感を持たれた来場者が増えたためとも考えられます。「痛い」・

「怖い」・「熱い」三大悪イメージに比べるとごく少数の意見でありますが、評価されると

いうことは毎回ありがたいことです。モチベーションを失わず、今後も鍼灸のファンを大

事にしていく所存です。 

 

【フェスタを振り返る①】 

 わたくし白井ですが、ファミリーフェスタ鍼灸ブース出展参加は今回で７回目になりま

す。毎年試行錯誤を繰り返し、改善点や意識改革など考えております。しかし残念ながら

現状では、目を見張る好結果が見られません。むしろ回を重ねるごとに、鍼灸を取り巻く

問題点や将来への不安が増えるようにも思えます。 

 そうはいっても、今後もファミリーフェスタ鍼灸ブースは続けていきます。方向性に誤

りがあるのか？違う視点から別なことを行ったほうが良いのか？試行錯誤は今後も続くで

しょう。 

「鍼灸の普及！」…こちらを至上命題とし今まで考えていました。高効率的な鍼灸普及

活動を求めることには確かに意味があります。 

 

【フェスタを振り返る②】 

 「鍼灸の普及」という発想を離れてみます。フェスタ鍼灸ブースでは、来場者が鍼灸を

体験したり、鍼灸師に健康相談をしたりと「鍼灸とのふれあい」があります。訪れる来場
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者へ笑顔をもたらしたい！喜ばれる治療・感謝される鍼灸師になりたい！相手に認められ

たい、そのために努力していく姿勢は今後も変わりありません。 

 「来場者を目先の患者として接する」→やましく聞こえるでしょうが、来場者を自分の

鍼灸院の患者にするのは難しいと思います。フェスタでの体験治療＝自分の鍼灸院の営業

活動…この流れ・図式をより具体化するのを考えたこともありました。しかし今回は別の

発想を思いつきました。 

 

【フェスタの将来を思う】 

 鍼灸ブース来場者ですが、一般市民ばかりとは限りません。私たち福島県鍼灸師会同

様、他の医療職団体や介護・福祉施設や行政マンの方などが鍼灸体験に訪れています。 

 もうお気付きの方もいるでしょう。そのとおり！「鍼灸を他職種・行政に認知してもら

えるチャンスとしてフェスタ出展する」この意識改革をもって臨んでいくのも、新たな方

向性になり得ると思いました。 

喜ばれる体験治療・健康相談、それを望む大勢の来場者、鍼灸ブースは大盛況。→この

流れから鍼灸の受療率アップを目指していましたが、効率が上がらないことに頭を悩ませ

ていました。それならば、他職種・行政の方とのふれあいにより「鍼灸治療の適応」や

「鍼灸師の可能性」を知ってもらうことに『鍼灸師の職域の拡大』のチャンスを見出せな

いでしょうか！？ 

一つの成果、可能性として、郡山市健康振興財団より『まるごと健康フェア』という地

域の健康祭りですが、こちらのイベント出展を昨年に依頼されました。ファミリーフェス

タ鍼灸ブースはいつも盛況で素晴らしいと評価されたわけで、福島県鍼灸師会では昨年よ

り「まるごと健康フェア」にも出展しております。 

ただし、福島県鍼灸師会の出展ブースは「祭りの余興」で終わらせないことも注意が必

要です。ファミリーフェスタでの実績を買われ、行政より新たな依頼が舞い込みました。

さらに実績を積み重ね、理想は「地域包括ケアに携わる医療・介護・福祉チーム」へ福島

県鍼灸師会が連携する姿を目指せればと思います。 

 

【おわりに】 

 鍼灸の受療率の減少、こちらを増加傾向へ向かわせるにはどうしたらいい？失敗の繰り

返しの中で、毎年何らかの発見や可能性を探してきました。今回は「一般市民のほか他職

種・行政の来場者への鍼灸普及活動」という意識改革を考えました。こちらも、振り返る

と多くの失敗の１つになるかもしれませんが、何もしないよりも前向きに努力していくこ

とには意味があると思います。 

 今後とも皆さまのご協力とご指導のほどよろしくお願いします。 

 

（＊１ 参考文献；矢野忠ほか. 我が国における鍼灸療法の受療状況に関する調査. 医道

の日本２０１５年８月号） 
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第 27 回鶴ヶ城ハーフマラソンボランティア治療参加記録 

 

 

事業部副部長 小沼 慎介 

 

 平成 27 年 10 月 4 日(日)、会津総合運

動公園内陸上競技場において『第 27 回会

津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会』が開

催されました。昨年に続き、大会事務局よ

りボランティア鍼灸治療の参加要請があり

ました。今回で 3 回目の参加になりました

ボランティア鍼灸治療のご報告をいたしま

す。 

 

 一昨年、昨年と苦労しているのがボラン

ティア治療に参加して頂ける先生方を集め

ることです。今年も同様だったため、こち

らからお声がけをし、無理を言って参加し

ていただきました。いつも無理を聞いて下

さる先生方、本当にありがとうございます。

今年は県北・県中・県南・会津地方から 9

名の先生方にご協力いただきました。 

 

 

 

参加定員 6,000 名のところ、6,100 名

を超えるランナーが参加した今大会。ボラ

ンティア治療は昨年同様、あいづ体育館の

1 階東側、大変目立つ場所にブースを作ら

せていただきました。朝 8 時 20 分のレー

ススタートに合わせ、ボランティア治療も

7 時 30 分から開始。開始直後から受付は

ごった返し、前夜遅くまで親睦会に参加さ

れた多くの先生方は頭と体のウォーミング

アップが済んでおらず、手痛いスタートと

なりました。 

 

 

 

レースが順に開始されていくごとに潮が

引くかの如く、治療ブースには人がいなく

なります。こういう時はベテラン先生の治

療を体験したり、勉強したりするチャンス

です。今回は三瓶真一先生の鮮やかな治療

を拝見することができました。ボランティ

ア治療に参加された先生の半分くらいは若

手の先生でしたので、ベテラン鍼灸師の技

を近くで見られたことは大変有意義であっ

たことでしょう。私もじっくりと拝見させ

ていただきました。 
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レースが終わるごとに治療ブースにはラ

ンナーが戻ってきます。これ以上受け入れ

ると活動終了時刻を大幅に過ぎてしまうほ

どのランナーが受付していたため、10 時

30 分に早々と受付を終了。その後はお昼

の活動終了時刻まで心を込めて治療を行い

ました。 

 

 
 

お昼を少し過ぎた頃、全てのランナーの

治療が終了しました。みんなで原状回復を

し、お弁当を食べて今年のボランティア治

療も無事終えることができました。 

 

毎年そうですが、県内各地から先生方に

集まっていただけることでボランティア治

療を行うことができます。また、山内先生

の奥様、息子さんが受付をしてくださった

からこそ、我々は治療に専念できました。 

 

前日の親睦会を含め、当日も朝早くから

ご参加くださった先生方、ご家族様に感謝

いたします。先生方のお陰で会津の地で鍼

灸の素晴らしい PR ができました。ランナ

ーの方々もきっと喜んでいると思います。

この場をお借りしてお礼申し上げます。本

当にありがとうございました。 

 

 

 

最後に今大会の集計結果を掲載します。 

 

*** 

 

第 27 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：69 名 

治療総数：66 名（キャンセル 3 名あり） 

性  別：男 40 名 女 26 名 

住 居 地：会津若松市内 17 名 

県内市外 39 名 県外 9 名 

住居地不明 1 名 

処  置：鍼灸 22 名 マッサージ 60 名 

テーピング 4 名 

部   位：頚肩 17 名 上肢 1 名 

背腰部 30 名 大腿 39 名 

膝 9 名 下腿以下 30 名 

症  状：筋肉痛 22 名 筋疲労 42 名 

関節痛 13 名 捻挫 1 名 
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「お灸カフェ」 

 

 

青年委員 矢吹 淳 

 

日時：平成２７年３月２２日（日）１３：３０〜１６：１５ 

会場：２１世紀記念公園麓山の森（福島県郡山市） 

 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会青年委員会

では、県民の健康増進を目的としたお灸の

普及活動として「お灸カフェ」を開催しま

した。 

 「お灸カフェ」とは、カフェでお茶をする

ようにお灸で一息いれるという発想から生

まれました。自宅でできる簡単なお灸で、

セルフケアをしてもらおうというのが「お

灸カフェ」のねらいです。 

 私たちの「お灸カフェ」では、ヨガ教室と

の共同企画を図り、「温める」をテーマに肩

こり、冷え性、月経不順に症状を絞りまし

た。当日は、一般県民の方々が２１名参加

されました。 

お灸カフェを開催するにあたり、参加者

には事前と事後のアンケートをとり、今回

参加した青年委員からもアンケートをとり

ました。参加者の声としては、事前アンケ

ートで「熱そう、やけどを心配している」が

多く、また、お灸には「冷えの解消を期待し

ている」という声が多いことがわかりまし

た。事後のアンケートでは、お灸に対する

イメージが「変わった」（変わった理由は、

あつくない、手軽にできる）ことと「今後も

お灸を受けてみたい」がほぼ全員からあり

ました。アンケートの結果からお灸を身近

に感じてもらえたことは大きな成果です。  

一方、青年委員のアンケートでは、治療院

患者の通院頻度、患者間とのコミュニケー

ションの変化、新患増加などお灸カフェを

開催しての変化は見られないという結果と

なりました。 

    

 さらに今回の「お灸カフェ」では、「自宅

でできるセルフケア」としてお灸の使い方

やツボの選び方に関するパンフレットも作

成し参加者に配布しました。 

 

 今後は、県民の健康増進はもちろんです

が、県民と治療院とのコミュニケーション

が図りやすい環境づくりのための企画を計

画していきたいと思います。 
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鍼灸女子会活動報告  

 

 

 鍼灸女子会 代表 太田 友理香

 この会は治療だけではなく、自身の体調管理や経営のことなど、女性同士だけで気軽に

幅広い内容を相談し合えるよう、年 2 回程度で会員や非会員の枠を超えて開催しています。 

 平成２７年度の活動についてご報告いたしますので、興味のある鍼灸女子のみなさん、

一緒に活動してみませんか。 

 

8 月 9 日（日）の「はりきゅうの日」に、

「臨床に役立つストレッチ」というテーマ

でストレッチ講座を開催しました。講師は

福島医療専門学校柔整科教員の伊東秀高先

生で、ご講演のみならず、トレーナー経験

を活かした実技を交えてのご発表でした。 

内容は、治療効果の持続性を持たせたり、

生活指導のコツなどで、私たち鍼灸師にと

っても役立つものでした。 

 

（講師の伊東先生による実技披露） 

 

鍼灸女子会なので、基本的には女性のみ

の会ですが、今回の講演はすぐにでも鍼灸

臨床に役立つものでしたので、男性鍼灸師

も受講を希望されてきました。男女を問わ

ず、好評を博しました。 

 

 

 

今までは耳つぼなど、女性に興味のある

ものをテーマとして上げておこなってきま

したが、講演だけではなく、女性同士の気

兼ねないおしゃべりも楽しみの一つであ

り、また貴重な情報交換にもなっていま

す。 

 これからも鍼灸女子の興味のあるテーマ

を取り上げ、みなさんと一緒に楽しく活動

したいと思っています。会員と非会員の区

別はしませんので興味のある方は、よろし

ければご参加ください。 
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第 49 回東北鍼灸学会参加記 

 

 

鈴木 暢弘 

 

９月５日、６日、エルパーク仙台に

て、東北鍼灸学会が行われ、実技発表さ

せていただきました。 

所属する研究会のため、月 1～2 で仙

台には来ているので、いつものように、

駅に着き、定宿にチェクインし、歩きな

れた道を通り、会場へ。 

宮城は旧知の先生方と久しぶりに会

い、 

「太った」 

「肥え過ぎて側弯してきてる」 

「長生きしそうにない」 

 

などの温かいお言葉を頂戴しつつ、旧交

を温めました。 

福島の先生も次々、会場に到着され、

実技モデルも白井先生にお願いすること

となり、準備も整いいよいよ開会です。 

一般発表があり、本県からは柏原先生

が「1 回の治療で消失した腰下肢のしび

れ」と題し、臨床研に則った発表されま

した、私自身は臨床研に参加したことが

ないので、大変興味深く拝聴しました。

また座長の三瓶先生の仕切りも素晴らし

く、同じ三瓶先生の座長で発表させてい

ただく、私も心強く感じました。実技披

露は「腰痛」をテーマに一人４０分、 

「障がい者の腰痛」と少し特殊な発表の

為、最初の２０分は写真を見てもらった

り、解説をしてからの実技としました。 

事前に原稿を読んでいただいた先生方か

らは 

「特殊過ぎてわかんない」 

「質問こないぞ」など言われていたの

で、盛り上がらないのでは？と不安でし

たが、実技中に質問フリーにしてもら

い、たくさんの質問をいただき、懇親会

でも質問していただいた先生もいらし

て、有り難かったです。

 

この発表の元原稿は数年前に国立障碍

者センターでの障がい者とその家族、大

学病院の医師、看護師、理学療法士の前

で講義したものを、鍼灸師用に書き直し

たものです、東洋医学に懐疑的な医療関

係者からかなり厳しい質問も受けました

ので、たいていの質問はそれなりに対応

できる自信はありました。会場からはイ

ヤラシイ質問もなく（私が感じなかった

だけ？）楽しく発表させていただきまし

た。 

 

少しだけ私事 

私が障がい者スポーツに関わったのは

先天障がいの女性から 
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「私を中途障がい者に勝てるようにして

ください、パラリンピックに出たいで

す」 

という依頼からでした。

 

生まれてから立ったことも、歩いたこと

も無い先天障がいが、あのスポーツマン

然とした中途障がいに勝てるのか？ 

卓球ならなんとかなるかも？ 

指導に元実業団の元高校教師、トレー

ナーに元ボクシングトレーナーの専門学

校先生の鍼灸師、アドバイザーに障がい

児に３５年関わった元養護学校の養護教

諭。当時の私にできる、最上のスタッフ

をお願いしました。 

結果からいえば、失敗でした。 

体力でも、技術でも、精神力でもない。 

養護教諭に最初に言われた 

「無理だよ、彼らは勝てない、ではなく

勝たないよ」 

の一言。今の私には感覚でわかるが文章

に出来ない理由がありました。 

悔しいけど障がい者スポーツに関わる

のは一段落、もちろん治療は続けます

が。でも、そのおかげで、医師でも写真

を撮らせて下さいと、いうぐらいの稀有

な障がいや、全日本、国際大会などで活

躍する選手のサポートをすることが出来

ました。 

６年間関わったので、せっかくなのでど

こかで発表したくなり、今回発表させて

いただきました。こんな、自己満足を受

け入れて下さった、中沢先生、三瓶先

生、宮城の稲井先生に感謝もうしあげま

す。 

 

発表も無事おわり、ホテルでの懇親

会。久しぶりに会う、青森や宮城の先生

方と、懇談しそのまま２次会、オッサ

ン、オバサンの夜は早く、１２時には就

寝。というか、日本酒飲み過ぎでダウン 

あとで FB 見たら福島は盛り上がってま

したね、５０過ぎにあのノリはきびしい

かも・・・ 

 

２日目は大師流の谷岡先生の講演、相

変わらず、小児に対する接し方、技術は

すごい、参考になることばかりでした。 

２日目の一番の出会いは、佐藤先生の連

れていた盲導犬のそらちゃん、ハーネス

を付けているときの凛とした態度から、

外した後の甘えん坊ぶり、そのツンデレ

（？）もうオジサン、メロメロです。 

帰りは牛タンでも食べて帰ろうかとおも

いましたが、駅のあまりの混みように、

（うちわを持ったジャニ系のなんか）あ

きらめて、立ち飲みで１杯やり帰路に就

きました。 
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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が出来ることはどなたでも知っています。一方、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。しかし、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

増えております。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。ただし、治療院からの距離などにより適用されない場合もありますので、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ので、安心して治療をお

受けいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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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【表紙写真について】 

矢祭町にある滝川渓谷。全長３キロで高低差３００メートルほどの渓谷。 

５０近くの滝が遊歩道沿いに連続していてとても気持ちの良い散策路です。須賀川方面

から国道１１８号を南下、矢祭町で３４９号へ入り約２０分ほど。 

 

 

 

【編集後記】 

今回も無事に“広報ふくしんかい”を発行することができました。この場をおかりして、原稿依

頼を快くお受けくださった先生方に心より謝意を表させていただきます。 

十数年ぶりで雪のない会津のお正月を迎えました。初日の出に頭を垂れ掌を合わせ、趣味

のランニングで汗を存分に流し、とても充実したお正月でした。しかし、この暖冬が地球温暖化

の影響ならば喜んでばかりは居られないのでしょうね・・・・ 複雑な気持ちです。とにかくいつ

までも地球とそこに暮らす私たち人間や動植物が平和で健康に暮らせますようにとお祈りい

たします。（Y） 
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