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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、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

今年度の第 50 回東北鍼灸学会学術大会福島大会においては、昨年度開催されました全

日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会で会頭講演をいただきました本会顧問の三潴忠道先生

（福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座教授）に引き続きご講演をいただきま

した。また、個人的には『鍼灸 OSAKA』という雑誌の座談会でご一緒の機会があり、多

くの含蓄あるお話しを拝聴いたしました。 

会津医療センターでは、全国的に有名になりました鍼灸師版レジデントとしての研修が

衆目を集めています。本会では、学術講習会の開催にあたり多大なご協力をいただきなが

ら鍼灸師の資質の向上に役立てています。そのほか医療連携も進み、このことも全国から

の熱い注目を集めています。 

昨年 1 月、厚生労働省内に「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成施設

カリキュラム等改善検討会」が設置され、9 月の第 5 回目の検討会では報告書（案）が出

されました。今回のカリキュラム改善では、臨床実習の時間が増え、今後は私たち開業鍼

灸師専門団体が研修の受け入れ先となる可能性が出てきました。福島県鍼灸師会は福島県

立医科大学のご理解とご協力の元、資質の向上の機会を与えていただいておりますが、今

度は開業鍼灸師会として鍼灸学校とともに鍼灸学生の資質向上に協力する立場となります。

鍼灸業界団体と鍼灸学校が手を携え、次の新しい優れた鍼灸師を誕生させるためにも努力

を惜しまずに進めていかなければなりません。そのためには、地域に根ざして活躍をして

いる第一線の開業鍼灸師が、地域ケアという視点で学生に指導していければと考えていま

す。新たなカリキュラム案では地域医療学や家庭医療学という科目名が見られません。“地

域・家庭医療としての鍼灸”という視点で、クリニカルクラークシップという教育手法を

取り入れながら、鍼灸師養成施設では学ぶことができない臨床実習・演習（Clinical 

Exposure）を提供していくことが理想と考えています。 

本会顧問の三潴先生は、「鍼灸師は臨床の技能と姿勢を磨く自覚が必要」と申しておりま

す。このことは鍼灸学生にも当てはまることで、磨き上げる場としても本会は存続し、提

供していきます。 

これからも福島県鍼灸師会にご理解とご厚誼のほど、お願い申し上げます。 
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新しき歳の初めのごあいさつ 

 

 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 
 

平成 29 年が明けました。皆様には健やかな新年をお迎えのことと、お慶び申し上げま

す。明治維新を境に、わが国の伝統医学における環境は大いに変化したわけですが、今年

はその明治 150 年という節目にあたります。 

あの全日本鍼灸学会ふくしま大会からは 1 年半がたち、皆様の御尽力がもはや昔の出来

事の様に感じられます。しかし、その余波というか波動は続き、昨年は私にも鍼灸関係の

講演や原稿依頼をいくつか頂戴しました。第 50 回東北鍼灸学会特別講演もその一つでし

た。その要旨は 2 月発行予定の東北鍼灸学会雑誌第 37 号に掲載予定とのことで、ご高覧

いただければ幸いです。また中沢良平先生が全日本鍼灸学会の東北支部長に就任され、ま

すます活発に東北や福島の鍼灸界をリードされるお立場になりました。この福島県鍼灸師

会が、今まで以上に東北さらに全国における日本鍼灸界のリーダー的存在として、活発な

活動を展開されることを期待いたします。 

机上にある生け花は、机より低い視点から見ると花の先が見え隠れするのみです。机の

高さでは花瓶に活けられた花が、立ち上がって視点を机より高くすれば机の上に生け花が

飾られていることが認識されます。さらに視野を広げてゆくと、机が家の中にあり、家は

町内の一隅に会って、町は福島県にある、となります。さらに福島県は太平洋岸から日本

海にかけて広がり、日本の東北南部、北半球の日本列島内、地球という惑星の表面で、太

陽系に存在する・・・といえます。この生け花は、悠久の宇宙の中に存在しますが、目の

前の平らな机にきちんと置かれていなければ、転倒して水がこぼれ、しおれてしまいます。

視点は高く視野は広く持ちつつも、目前の具体的な状況を把握し処置しなくては、現実は

始まりません。 

日本鍼灸の持つ能力を正しく自覚することが大前提ですが、鍼灸を世界人類の幸福に役

立てるためには、福島県鍼灸師会の各々の会員が具体的に一層の臨床技量を磨きつつ、大

きな夢を抱いて活動する必要があります。福島県において鍼灸を活かした地域医療を実現

させ、新たな医療モデルとして世界へするために、具体的な一歩をさらに刻む年頭とした

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 

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

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６年を経過しようとしており、“ふくしま”再生・復興のため国・

県・地方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・林業・水産業に携われている皆様にはまだま

だ完全回復に至っ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、加速する再生ふくしまを掲げ、多種多彩な１次産業の促進、さらには

６次化産業の推進、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。 

 

一方、２０２０年開催東京オリンピックに向け、福島県も復興オリンピックの一助とし

て競技開催が計画されています。 

福島県鍼灸師会としても、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たいと思っておりますので、皆様のご支援・ご協力をお願い申し上

げます。 

 

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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日本に、そして世界に伝える福島県鍼灸師会の活動 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 

会長（代表理事） 中沢 良平 
 

会長に就任し 4 年目となりました。この間、多くのできごとがありましたが、一番の成

果と思うのは、昨年度開催した第 64 回全日本鍼灸学会学術大会ふくしま大会を成功させ

たことです。この大会では、学会頭に福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座教

授で本会顧問の三潴忠道先生にご就任いただき、強いリーダーシップのもと盛会となりま

した。テーマは鍼灸の復興でしたが、復興への道筋は福島からの発信を目指しました。ま

さに福島県のキャッチフレーズである「ふくしまからはじめよう。」です。 

福島県鍼灸師会では、医学会や日本鍼灸師会での全国大会を通じ、福島県から新しい視

点での鍼灸を発信してきました。雑誌などの媒体では、鍼灸界のみならず医学雑誌にも掲

載を果たしました。また、11 月につくば市で開催された世界鍼灸学会連合学会学術大会

においても、災害時ケア活動について世界に発信してきました。2014 年からの 3 年間、

福島県鍼灸師会が全国や世界に発信した内容を振り返ってみたいと思います(Table 1)。 

 

 

【日本への発信 1：医学会と鍼灸師会の全国大会で】 

医学会の全国大会では、日本在宅医学会と日本集団災害医学会があります。ともに、2 回

の発表をしてきました。 

日本在宅医学会では、2014 年の静岡県で「福島県内における在宅鍼灸医療の実態と地

域包括ケアへの参入について」(Fig.1)と 2015 年の岩手県での「鍼灸治療と運動指導によ

る避難所での支援活動」で、発表者はいずれも柏原修一先生がされ、私も共同発表者とし
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てかかわりポスター発表をしてきました。 

日本集団災害医学会では、2015 年の東京

都で「災害時鍼灸ケアシステムの考察」と

2016 年の山形県での「体性－自律神経反射

からみた災害時鍼灸医療」で、いずれも多職

種連携のセッションのパネルディスカッショ

ンで発表してきました(Fig.2)。特に、2016

年の発表では内容を評価され、座長推薦で『日

本集団災害医学会誌』へ投稿をしました。 

日本鍼灸師会全国大会では、2014 年から

16 年の 3 年間にわたり、災害時と平時の地

域システムの近似性と関連性について発表を

してきました。このことは、災害時も平時も

自助、互助、共助、公助とした四助の考えが

用いられ、また医療や介護、予防のサービス

を受けるには住まいや避難所がなければ受け

られないことは同じで、災害時においても地

域ケアの視点を持つ必要性を発表してきまし

た。また、この内容は日本集団災害医学会で

も発表をしました。 

 

【日本への発信 2：医学雑誌や業界誌で】 

2012 年より、日本プライマリ・ケア連合会や日本在宅医学会での研修に参加し、鍼灸

師として多職種間連携教育（IPE：Inter Professional Education）の必要性を感じ、医学

部生や医療系専門学校生を交えた多職種間連携教育活動が評価され、『月刊地域医学』での

執筆の機会を与えられました(Fig.3 左)。テ

ーマは「鍼灸とプライマリ・ケア、地域医療」

で、この内容は鍼灸師のみならず医師からも

高く評価をいただきました。内容としては、

プライマリ・ヘルスケアの視点からリファラ

ルシステム（1 次医療から高次医療への紹介

制度）下での鍼灸師の役割について図式化し

ました。具体的な事例として、会津医療セン

ターと福島県鍼灸師会のリファラル・カウン

ターリファラルについても明示しました。さ

らに、横の連携として地域包括ケアシステム

における鍼灸師の立ち位置についても内容は

及びました。 

Fig.1 日本在宅医学会浜松大会で発表する柏原修一

先生 

Fig.2 日本集団災害医学会山形大会での多職種連携

セッション 
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2016 年には、『鍼灸 OSAKA』(Fig.3 右)

の座談会で三潴忠道先生と山岡傳一郎先生

（愛媛県立新居浜病院副院長）、萩野利赴先生

（和歌山県鍼灸師会）、小堀誠先生（栃木県鍼

灸師会）の先生方と座談会をしました。与え

られたテーマはプライマリ・ケアについてで

したが、内容は多職種協働や多職種間連携教

育、クリニカルクラークシップや鍼灸師版レ

ジデント、地域包括ケアシステムや保健医療

2035 提言書にまで幅広く及びました。取り

上げられた内容については、今まで鍼灸業界

では話し合われたことのないものも多く、こ

れまでにない視点を提供できたと思っています。 

 

【世界への発信：世界鍼灸学会（ＷＦＡＳ）】 

2016 年 11 月に、日本では 23 年ぶり

となる世界鍼灸学会連合学会学術大会

（International Conference of World 

Federation Acupuncture-Moxibustion 

Societies Tokyo/Tsukuba 2016）がつ

くば市で開催されました。テーマは「美しき

鍼灸 –持続可能なヘルスケアと養生（The 

Art of Acupuncture and Moxibustion –

For sustainable health care and health 

promotion）」で、この世界大会でも

「Challenges uncovered in 

acupuncture care activities at Great 

East Japan Earthquake evacuation 

sites（東日本大震災での避難所鍼灸ケア活

動で得られた課題）」のタイトルで発表し、

福島県鍼灸師会の災害時ケア活動を世界に紹

介しました(Fig.4)。 

福島県鍼灸師会は、東日本大震災という試

練と全日本鍼灸学会全国大会という機会、そ

して県内に公立医科大学として鍼灸教育をお

こなう会津医療センターの誕生により大きく

運命が変わったと感じます。ただ単なる鍼灸

業界団体ではなく、質の高い活動を発信できる鍼灸師専門団体に生まれ変わったと思いま

す。これからも発信し続け、福島からの鍼灸復興を果たしたいです。 

Fig.3 「月刊 地域医学」と「鍼灸 OSAKA」 

Fig.4 世界鍼灸連合学会学術大会での発表 
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第 50 回東北鍼灸学会学術大会 福島大会に参加して 

 

組織部副部長 太田 友理香 

 

9 月１８日、１９日の二日間、福島県郡

山市のビッグパレットふくしまにおいて開

催された東北鍼灸学会学術大会に福島県代

表として永山先生と私で各自ポスター発表

に出させていただきました。 

 

 

 

東北各県から発表者が集まり、大会のテ

ーマ「もっと熱くなれよ！スポーツ鍼灸の

実際」に合わせて、各県のスポーツ現場で

の治療や競技チームへの帯同活動など、ワ

ークショップの要素も取り入れつつポスタ

ー発表形式で紹介されました。 

今回の東北鍼灸学会学術大会は初の分科

会スタイルで、ポスター発表は実技講演等

の魅力的な講義と時刻が重なっていました。

私も実技講演を聴きたいと思っていた１人

だったので、発表者以外の先生方が来て下

さるか不安でした。しかし始まってみると、

会場の小会議室は発表者と聴講者の区別が

分らなくなるぐらい熱いディスカッション

が交わされていました。そして、福鍼会で

はお馴染みのホワイトボードシートを使用

しつつ発表後の質問や意見交換をおこない、

聴くだけでなく参加型のスタイルも好評で

した。 

私の発表は「郡山シティーマラソン大会

での鍼灸治療に関するアンケート調査の集

計と考察」と題して、鍼灸の普及に関する

事柄や今後の鍼灸師の活動の在り方につい

て述べました。 

福鍼会のスポーツボランティア治療の中

でも一番長く続けられているこの活動を、

データとしてまとめて残すことは、今後若

い世代に活動を引き継いでいく為にも大事

であると感じました。 

また、郡山シティーマラソン大会での鍼

灸ボランティアは、東日本大震災の年を除

いて 23 回連続で行われており、今ではな

くてはならない存在として定着しています。 

 

 

 

今回のポスター発表も郡山市長の目にと

まり、「今後の運営の参考にしたい」との言

葉をいただき、市長へ資料を送ることも出

来ました。 



 

8 

 

長年の集計から鍼灸の受療率が低迷して

いて、アンケートからは未だ鍼灸を知らな

い人、効果を知らない人の多さが浮き彫り

になりました。しかし「機会があれば受け

たい」「効果を実感している（治療を受けた

人）」という意見もありました。 

ディスカッションの場面では「ボランテ

ィア治療を続ける利点はあるのか？」とい

う他県の先生からの質問がありました。確

かにこの活動は即来院数増加へと繋がる例

は少ないのですが、鍼灸治療ブースにリピ

ーターとして来てくれる方も多く、鍼灸全

体の普及の場、学生の研修としてクリニカ

ルクラークシップを実践する場であること

を伝えました。「福島は会員が協力的でいい

なあ」というお言葉をいただき大変誇らし

く思いました。長年続けて活動出来ている

のも個々の力だけではなく、会員の協力が

あってこそだということに気づかされまし

た。 

最後に、事務局の先生、実行委員の先生

方、ご協力いただき有難うございました。 

 

 

  

 

  

第 50 回東北鍼灸学会学術大会福島大会 開会式 ダイナミックロト・セラピー創始者 溝口哲哉 先生 

特別講演「日本鍼灸のこれからを考える」 

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 先生 

特別講演「女性がスポーツとうまく付き合うために」 

福島県立医科大学付属病院 性差医療センター部長 

小宮ひろみ 先生 



9 

 

第 50 回東北鍼灸学会学術大会 福島大会 
東北ブロック青年委員会ワークショップ 

 

青年委員 矢吹 淳 

 

「筋緊張緩和」、「疼痛緩和」、「薬に頼ら

ない（少なくてすむ）治療」。スポーツ選手

の運動パフォーマンス向上を考える上で必

要なことではないでしょうか？「排便の調

節」、「女性の生理周期の調節」など内臓調

節のアプローチ。これらは意外と知られて

いないスポーツ選手のニーズです。９月１

９日（祝•月）ビッグパレットふくしまに

おいて東北ブロックの青年委員によるワー

クショップが開かれました。冒頭のキーワ

ードは「鍼灸ができることまたは、鍼灸に

しかできないこと」をテーマに各グループ

から出された鍼灸のメリットです。 

今回のワークショップは、有意義な話し

合いができたと感じています。それは多く

の方のご協力と時間をかけて開催されてい

ることが背景にあるからだと思います。中

でも全日本鍼灸学会スポーツ委員会のお二

人の先生のご協力がワークショップの原動

力となりました。 

 

「マラソンランナーに対する 

アンケート調査」 

福島県で行われているいわきサンシャイ

ンマラソン、郡山シティーマラソンにおけ

る鍼灸の受療率について調査しました。全

日本鍼灸学会スポーツ鍼灸委員会の櫻庭陽

先生のご協力の下 120 名のランナーにア

ンケートを実施し内容をまとめました。ア

ンケートから女性のスポーツ人口が少ない

こと、鍼灸が疼痛緩和だけでなく内科的な

疾患やメンタルのコンディショニングに有

効であることがまだまだ認知されていない

ことがわかりました。 

 

「全日本鍼灸学会 

スポーツ鍼灸委員会の取り組み」 

次に大きな組織の立場から全日本鍼灸学

会スポーツ鍼灸委員会の取り組みについて

全日本鍼灸学会スポーツ鍼灸委員会委員長

の古屋英治先生に啓発普及活動として学術

大会でパネルディスカッション、学術的な

基礎に立った「スポーツ鍼灸の定義」の作

成、スポーツ鍼灸ガイドラインの作成、エ

ビデンスの提供などについて検討している

ことを講演いただきました。お二人の先生

のご協力により地域の方々に対し鍼灸の有

効性を発信していく機会を増やしていくこ

との重要性を知る良い機会となりました。 

冒頭の意見の他にも「脈状診で体の状態

を把握することができる」、「経穴を使った

治療が提供できる」、「メンタルコンディシ

ョニング」などの意見も出された。これら

の意見を踏まえて、競技スポーツという理

由から女性のスポーツ離れが懸念されてい

ますが、今後その需要を増やしていく取り

組みも必要です。例えば美容鍼、耳鍼ジュ

エリー、ダイエットなど競技以外の要素を

取り入れていくことも重要ではないかと思

います。2020 年のオリンピック・パラリ

ンピックが今回のテーマではありましたが、

今回のワークショップを皮切りに、その後

もスポーツの中に鍼灸の居場所を考え健康

のパートナーとなる取り組みを皆さんで考

えて行かなければならないと思います。 
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第 50 回 東北鍼灸学会学術大会 福島大会を振り返って 

 

 第 50 回東北鍼灸学会学術大会 福島大会 事務局長 

事業部副部長 小沼 慎介 
 

平成 28 年 9 月 18 日、19 日に郡山市・

ビッグパレットふくしまに於いて第 50 回

東北鍼灸学会学術大会福島大会が開催され

ました。節目である 50 回目の今大会では

分科会形式やワークショップといった、こ

れまでの東北鍼灸学会にはなかった新しい

流れを提供できたと思います。ここでは理

事二年目の私が、まさかの事務局長という

大役を仰せつかり、慣れない中で奮闘しな

がら感じたことを振り返って書いてみます。

よろしくお付き合いください。 

 

記憶が定かではありませんが、第 1 回目

の実行委員会で中沢会頭から『やってみな

い？』という軽い感じで言われ、三瓶実行

委員長からも『JSAM64 回大会に比べた

ら毛が生えたようなものだよ』と後押しさ

れた形で事務局長を拝命しました。あのと

き自分の中では事務局長イコール「大会の

全てを理解しないといけない立場」という

意識でしたので、軽い気持ちで受けたはい

いが…と後悔していました。大会本番まで

の流れ(計画)やそれぞれの部署への指示等

は三瓶実行委員長が全て行ってくださり、

蓋を開けてみれば私は名ばかりの事務局長

でした。 

とは言え、事務局長を拝命したからには

任された仕事はしっかりこなします。ご後

援をいただいた県庁や郡山市との折衝はそ

れ自体が不慣れなもので、電話が終わる度

に汗びっしょりになったのはいい思い出で

す。東北 5 県の会員約 220 名に総計

1,100 枚の書類を折りたたみ、封筒に入れ、

糊付けしました。期日は 1 週間。自分の人

生においてこれだけの紙を折り、封入した

経験はなく、間違いなく貴重な経験になり

ました。いつも福鍼会の会員に文書を届け

てくださる総務部の遠藤先生の大変さが少

しだけ理解できました。大会の事前申し込

みが Web で開始されてからは自分がさ

れたら気分がいいだろうな、ということ(メ

ールの返信やできるだけ早い郵送等)を心

がけ実践しました。 

全部で 6 回開催した実行委員会では経験

不足からほとんど意見や発案ができず。こ

れまで何度も盛会に導いてこられた先生方

を頼もしく見ていました。私は議事録をま

とめることくらいしかできませんでしたが、

責任を持ってまとめたつもりです。 

実行委員会で記憶に残るエピソードとし

ては第 5 回目の実行委員会の中で懇親会の

司会の話が出た際、流れ弾が私に着弾し司

会に任命されたことです。今大会ではひっ

そりと目立たずお手伝いをする予定でいた

のですが、それは叶いませんでした。懇親

会本番は橋本先生が作ってくださった進行

台本のお蔭で無事に終えることができまし
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た。緊張でちょっと噛みましたけどそこは

ご容赦いただければと思います。郡山市長、

三潴先生といった錚々たる方々の前で司会

ができたということ、これもまた貴重な経

験になりました。まぁ、下(進行台本)ばかり

見ていて、顔を上げることすらできません

でしたけど…。 

本番当日を迎え、結局 2 日間はオロオロ

しっぱなしでした。事務局長という立場上、

何かあればスタッフから尋ねられるわけで

すが、その応対すらキチンとできていたの

か不明です。元来、テンパりやすいと言い

ますか緊張しいな人間なので、こういう場

面で器の小ささが露呈します。中沢会頭や

三瓶実行委員長のようにどっしりと構えら

れるようになるのはいつの日でしょうか。 

オロオロしつつも、大会 2 日間は福鍼会

の中でも普段なかなかお会いできない先生

方とも交流が図れて有意義な時間が過ごせ

ました。入会して日が浅い若手の先生方が

実行委員会から参加してくださったのは嬉

しいことですし、日曜日に診療している先

生方も臨時休診にしてまで駆けつけてくだ

さり感謝ですね。 

今大会は事務局長という立場で仕事に当

たらせていただきましたが、改めて感じる

のは皆さんの協力なしでは大会は成功しな

かったということです。講師の選定でもパ

イプがある先生方がいてくださったからこ

そですし、文書 1 枚にしても私はゼロから

作れませんし、郵送する住所すら分からな

い有様でした。当日の会場設営も率先して

動いてくださった力自慢の先生方に感謝。

きめ細やかな「微笑み隊」の皆さんが受付

にいてくれて感謝。緊張する私に温かい声

を掛けてくださった皆さんに感謝。 

私が福鍼会に入会してから東北鍼灸学会

は福島県で 3 回開催されました(今回含む)。

過去 2 回は一般会員として参加・手伝いを

しましたが、もし今回も同じように一般会

員として参加したならばこんなに感謝する

ことはなかったと思います。今まで実行委

員の先生方の苦労を知らず、今回初めて大

会運営に携わったことでようやくその苦労

の片鱗を僅かながらに理解できたのもお恥

ずかしい限りです。事務局長に任命され何

をしてよいかも分からず、でも経験豊富な

先生方のご助言やサポートがあったからこ

そ自分の仕事を全うできたと感謝していま

す。大会が終わっても郡山市からの問い合

わせの電話や医道の日本社からの大会レポ

ート提出のメールにはビクビクしていて、

度胸がついたとか人間として大きくなった

ということはありませんが(汗)、1 年前から

の準備、2 日間の本番、本番後の事務処理

と、人間的には少し成長できたかなと思っ

ています。自分の中で「仕事をした！」と胸

を張って言えるのは文書の印刷と郵送くら

いなものですが(笑)。 

 

何を見込んで私を事務局長に任命された

のかは今でも分かりませんが、こうした機

会を与えてくださった中沢会頭を始め、い

つも具体的な形でご指示をくださった三瓶

実行委員長、生暖かく見守ってくださった

実行委員の皆さまに感謝いたします。不慣

れでビビリな事務局長でしたが最後まで支

えてくださってありがとうございました。 
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まるごとけんこうフェア考察 

 

総務部副部長 白井 和弥 

 

【事業報告】 

平成２８年１０月９日（日）、郡山市保健所において開催された『まるごとけんこうフェ

ア』に参加してきました。こちら『まるごとけんこうフェア』というイベントですが、医

師や薬剤師による「健康相談コーナー」、骨密度や血管年齢測定・歯の健康チェックを行う

「体験コーナー」、体操などを行う「運動コーナー」を設けており、市民の皆さんへ健康に

ついて実際に体感し、考えを深めるという内容のイベントです。 

私たち福島県鍼灸師会は「東洋医学の体験」と銘打って、「はり・灸体験コーナー」を設

けていただき、市民の皆さんへ健康相談および鍼灸施術を体験してもらいました。このフ

ェアには今回で３回目の出展です。前回・前々回とも行列ができるほど盛況なため、今回

は整理券を配布しました。受付人数を５０名とさせていただきましたが、スタッフの人数・

施術ベッドの台数を考慮して、閉会までに対応できるギリギリの人数でありました。 

おかげさまで、いただいた時間と会場を十分に活かした活動をすることができたと思い

ます。また、事前の活動準備から当日のマネジメント担当の遠藤賢一先生（本会総務部長）

の段取りの良さにはいつも感謝しております。加えて、いつもながら福島県鍼灸師会・会

員のチームワークは素晴らしかったです。わたくし白井も、仲間の細かなサポートにより

安心して落ち着いて来場者と接することができたと思います。過去からのさまざまなボラ

ンティア活動を通じて、会員同士の信頼関係は強く結びついていると改めて思いました。

参加された先生方、昼食休憩する間もない忙しさでしたが本当にお疲れさまでした。 

 

【来場者の分析】 

先着順で来場者へ５０枚の整理券を配布しましたが、このうち６名の方は時間がないな

どの理由でキャンセルされてしまいました。よって実際に鍼灸の体験をされた市民の方は

４４名となります。この４４名の方に書いていただいた「受付カード」より、どのような

市民層がどのような症状を抱えているかを分析・考察していきたいと思います。 

 

受付カードから、以下のデータを集計いたしました。 

① [性別] 

② [年齢] 

③ [職業] 

④ [不調はいつから] 

⑤ [疾患・症状] 

 

以上、５項目の集計結果を報告いたします。 
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① 来場者の性別 

     

 

 円グラフは男女比のパーセンテージを示していますが、実際の人数は男性が１０名、女

性が３４名となります。およそ８割の方が女性であります。こういった健康に関するイベ

ントに参加し、引いては健康に意識が高いのは女性であると思われます。 

 

② 来場者の年齢 

     

 

 縦棒グラフをご覧の通り、来場者の年齢層は５０代以上の方が圧倒的多数とわかります。

当たり前のことですが、体の不調は加齢に伴い増え、「若い頃はどこも悪いところがなかっ

た」とか「まあ、年だからしょうがないか…」と普段患者さんがおっしゃるように、高齢

な方ほど愁訴が増えていき、症状が長く続いている傾向があります。フェア来場者におい

ても、何らかの疾患・症状を抱えてから「自身の健康への意識」が高まったと思われます。 
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③ 来場者職業 

     

 

 無職と回答された方は、仕事を引退された方やその方の伴侶と思われます。また、無回

答の方は年齢を鑑みても、上述したように仕事を引退された方・その伴侶だと考えられま

す。 

 上記のわたくしの判断・理由により、来場者のうち現在何らかの仕事に就いている方は

１４名（３１．８％）、現在は仕事をされていない方は３０名（６８．１％）であると思わ

れます。 

こういった職業を問う時ふと思うに「現在は無職」であっても、現役時代には何の仕事

をされていたのか？を知りたいです。患者さんとして実際に治療をするには、問診などで

その方の若い頃の人生など、より詳しい情報を得られますが、こういった形式的な受付カ

ード記入だけでは「無職」という大きなくくりにされてしまうので、深い考察に至ること

ができないのが歯がゆいです。そのようわけで、現在は無職でも若い頃・現役時代の職業

をお伺いできたならより奥深いデータになると思います。 

 

  

治療体験コーナー 台座灸の体験 
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④ 不調は（症状は）いつから？ 

     

     

 来場者は中年から高齢者が多いわけです。やはり、抱える症状の初発は半年以上前から

という方が８割近くになります。圧倒的に慢性症状を抱える方の来場が多いという事実で

あります。こちらの結果も、当たり前といえば当たり前であります。 

 

⑤ 疾患・症状 

     

現在抱えている疾患・症状 件数 現在抱えている疾患・症状 件数 

頚・肩こり 19 間欠性跛行 1 

腰痛 14 顎関節痛 1 

膝痛（可動域制限） 8 糖尿病 1 

下肢痛・下肢シビレ 7 高血圧症 1 

肩関節痛 6 低血圧症 1 

頭痛 4 胃痛（胃腸虚弱） 1 

手指痛（腱鞘炎・ばね指） 3 眼精疲労 1 

背部痛 3 開眼障害 1 

冷え症 3   

上肢痛・上肢シビレ 3   

肘痛 2   

こむら返り 1   

踵部痛 1   

外反母趾 1   

アキレス腱痛 1   
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 今回のフェア来場者が抱える健康上の問題、気になる症状を集計してみました。表のと

おり、鍼灸により対応可能と思われる症状ばかりです。 

 また、健康上に問題がない（気になる症状がない）と回答された来場者は０名でした。

すなわち、ご自身の健康問題に意識が高く、鍼灸に興味があり実際に治療を受けてみて、

鍼灸に可能性を求められている来場者が多いともいえます。鍼灸の体験を通じて、治療効

果の大小はあれ、十分な説明と同意があれば実際に鍼灸院へ足を運ぶ患者さんになりうる

といえます。後日、このフェアを契機に鍼灸院に来院された方もいるそうです。 

 

【分析材料のまとめ】 

 受付カード集計より得られた情報を、簡単にまとめると以下のようになります。 

１． フェア来場者は女性が多数（およそ８割が女性） 

２． 中高齢者が多数（５０代以上が９割） 

３． 現在は未就労の方が多い（７割が未就労者） 

４． 慢性的な症状を抱える方が多数（１年以上前に初発の方が半数） 

５． 日常診療でよく見られる症状を抱える方が多数（鍼灸の適応症が多い） 

 

【考察】 

 集計データの結果は読者の方もそうでしょうが、特段に興味深い数字・データではない

と思われます。他の都道府県で行われている「健康祭りイベント」での鍼灸普及ブース。

訪れる方の層、割合は上述したもの同様ではないですか？！わたくし白井の勝手な予想で

すが、現在は仕事をしていない中高年の女性が「ずっと前から調子が悪くて、どこに行っ

ても治らないの…」と鍼灸師に話をして体験治療を受ける、という構図が多い気がします。 

 「まるごとけんこうフェア」というイベントは、ただ何となくふらっと立ち寄る方でな

く、実際に鍼灸療法を受けて自らの健康増進を目指そうとする方が多い…。そう結論を出

すには性急ですが、鍼灸の潜在的患者が多いということは言えると思います。来年以降も、

魅力ある鍼灸をプレゼンテーションできるように日々精進していきたいと思います。 

 

【過去の鍼灸普及活動を振り返り】 

 イベントが「健康祭り」ではなく、「スポーツ大会」なら若年層の割合が増えそうです。

「親子小児はり教室」なら乳幼児・その母親が対象で、これも年齢層は若くなります。「美

顔はり」体験イベントならば、美容に興味がある健康な方ばかりが集まりそうです。 

 何が言いたいのかというと「鍼灸の適応症の広さ・可能性」を再確認した次第です。老

若男女、さまざまな症状、加えて「未病」まで対応できるのが鍼灸の素晴らしさです。 

 

 昔話になりますが、わたくし白井が鍼灸専門学校の学生の頃は「鍼灸はなんでも治せる」

くらいの可能性と希望を胸に抱いていました。２００３年春はり師・きゅう師・あん摩マ

ッサージ指圧師免許を取得して、かれこれ１３年以上の月日が過ぎました。わたくし白井

が学校を卒業して免許を取得した頃というのは、全国的に鍼灸専門学校が増設されてきて

「鍼灸師の大量輩出時代」の幕開けでした。その当時を思い出すと、需給バランスすなわ
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ち「鍼灸師・鍼灸院が増えても、鍼灸の患者が増えないことには業界の未来は暗い」とい

う見通しが当然ありました。ただその頃というのは「鍼灸院が増えて供給過剰になった場

合、競争の原理が働き、質の高いサービスを提供して選ばれる鍼灸院が増える。鍼灸師の

レベルの底上げも期待され、よい供給が増えればそれに伴い需要も伸びる（→鍼灸の受療

率も増える）。よって鍼灸業界にとって、鍼灸師が増えることには希望がもてる」という考

え方がありました。それから１０年以上経ちまして、現況はどうでしょうか？鍼灸の受療

率は増えたでしょうか？結論は減少傾向です。乱立ともいえる鍼灸師養成校も定員割れし

ている学校が多いと聞きます。 

 

 昔までのように、普通に鍼灸院立ち上げても患者が来てくれない。ならば「鍼灸＋α」

で集患する治療院が出てきました。美容・エステに通じる「美顔鍼」。また、高齢者の健康

維持・増進に向けた「介護予防運動」。こういった鍼灸臨床のオプション的要素を時代のニ

ーズに合わせて提供し、成功されている鍼灸師も増えています。 

 

 また２０１１年の東日本大震災後、災害医療・被災者へのボランティア活動が注目され

ました。現在では「災害支援鍼灸師」の養成が行われております。 

 

 「地域包括ケア」に参入する可能性も出てきました。実際に、ケアマネジャー・地域包

括支援センターと連携して、地域の住民のケアに携わっていくには信頼関係の構築が必要

で、地域包括ケアに携わる鍼灸師が増えていくのはこれからと思います。 

 

 また、学生の臨床実習の場に「鍼灸院」を活用されるのが２年後に予定されたようです。

実際の臨床、治療の知識・技術はもちろん大事です。わたくし白井、学生さんには「患者

との接し方」を感じ取って学んでいってほしいと思います。施術者たる鍼灸師の先生、そ

のスタッフや治療院・設備。鍼灸師の言葉以外にも、患者とコミュニケーションするツー

ルがそこにあるはずです。魅力的な臨床家・臨床の場を学生さん各々が学んで「人間力」

を高めてほしいと願います。「カリスマ性」それは、人を相手にする仕事ならば、人を引き

付ける魅力が必要です。各々が自分らしく、誇らしく、輝けるように。 

 

 わたくし白井の卒後から、話が脱線してしまいましたが「鍼灸師・鍼灸業界」の未来は

不透明です。それを明るく輝かせるのは、今の時代の鍼灸師の務めだと思います。今の時

代、必要とされる鍼灸師になれるように、そして未来の鍼灸師が活躍できるように、小さ

な普及活動ではありますが、その努力は続けていきたいと思います。 
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ボランティア治療から得られたこと 

～スポーツイベントサポートリスクマネジメントと鍼灸への応用～ 

 

一般社団法人福島県鍼灸師会 永山 剛士 

 

第 50 回東北鍼灸学会学術大会福島大会

において、ポスター発表をさせていただき

ました。その内容を掲載いたします。 

 

【背景と目的】 

日本陸上競技連盟公認のフルマラソン大

会のひとつにいわきサンシャインマラソン

があります。毎年、寒さがピークを迎える

２月に開催される大会ですが、第 1 回大会

からサポートメンバーとして継続的に参加

させていただいております。 

 

【方法と結果】 

平成 27 年開催の第 6 回大会と平成 28

年開催の第７回大会においては同じ質問内

容でアンケート調査を行いました。この 2

大会においては、同じ時季の開催にもかか

わらず気象状況が大きく異なっていたこと

から、アンケート結果を比較してみること

にしました。 

 

各気象状況ですが、第 6 回大会について

は、午前中は曇り空。気温は低く正午から

雨になり雪とまではいきませんでしたが、

この大会を「寒」と例えます。第 7 回大会

については、午前中は風が強く小雨が降っ

ていました。11 時頃から雨があがり晴れて

気温が上昇、コートを羽織っていては暑さ

を感じるほどに気温が高い状況でしたので、

この大会を「熱」と例えます。東洋医学で

は、肝と風、心と熱、脾と湿、肺と燥、腎と

寒がそれぞれ深い関係性があると考えられ

ています。そこで第 6 回大会を「寒」、第 7

回大会を「熱」に例えました。そして、各大

会で受傷部位別人数を比較し、「寒」は腰部、

「熱」は下腿の症状が多かったという結果

になりました。（図１） 

 

【考察と結論】 

２つの大会を比較して、同じ競技にも関

わらず、受傷部位別人数が同じようになら

なかったという結果は、気象状況によって

身体に影響に差が出ると考えられます。そ

の差を、東洋医学で考えた場合、寒は腎の

気を傷つけ、腎気が虚となり、姿勢が崩れ

やすくなることで腰部の負担が多くなると

考えられます。そして、熱は心の気を傷つ

けますが、あまり心虚とは考えないという

ことも言われていますが、心虚は、肝と心

の気が虚することであるため、肝を主に考

えますと、筋肉に影響することがいわれて

います。その為、下肢の筋肉の痙攣などが

起こりやすくなると考えられます。現代医

学的には、脱水症状、電解質異常によるも

のと解明されていますので、レース中の水

分や電解質補給をすれば良いでしょう。し

かし、この結果から、ランナーやトレーナ

ーが事前に気象状況を予測することができ

れば、その時々に応じて事前に対策が可能

になるかもしれません。例えば、寒い時に

は腎の気を補うツボに鍼灸をしたり、暑い

時には心や肝の気のツボに刺激を入れるな

どの対策をすることが出来るでしょう。 

次回からもアンケートを収集する際は、
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当日の気象状況の詳細を記録して置くよう

にして、今回と同様に比較してみることで、

気象状況とランナーズトラブルとの関係が

明らかになってくると考えられます。それ

が解ってくれば、今後のボランティア活動

において、どのような気象状況の時にどの

ようなトラブルを抱えたランナーが多く発

生するか予測が可能となります。予測が可

能となれば、限られた時間内でアプローチ

する為、短時間でより効果的な治療が出来

ると考えられます。また、事前にボランテ

ィアスタッフの研修会を開催することが出

来れば、経験の浅い臨床家にとっても、ボ

ランティア当日や日頃の臨床の際、痛みの

治療だけではなく、天候と疾患との関わり

合いを意識して考えながら患者と向き合え

ば、よりきめ細かな治療やアドバイスがで

きるようになると考えられます。 

また、今後のボランティア活動において

も、ランナーへのアドバイスに用いること

で、次回からのレース前や当日にランナー

自身がリスクマネジメントとしても活用す

ることが可能となり、鍼灸や東洋医学の素

晴らしさが伝わり、普段から鍼灸を身体の

ケアとして利用してもらえることに繋がる

と考えられる。その為、今後もこの調査を

して行く予定です。 

 

【 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト サ ポ ー ト リ ス ク   

マネジメント】 

第 7 回大会のボランティア活動では、事

前に大会実行委員会と協議し対策を立て、

低体温症及び、その他の救急患者が発生し

た場合、応急処置を施すと同時に救護所の

ドクターへ連絡をとることになりました。

幸い第７回大会では該当者無しで無事に終

了しました。医師との連携強化に繋がりま

した。 

 

【低体温症の応急処置法】 

UIAA(国際山岳連盟)/ICAR(国際山岳救

助協議会)/ISMM(国際登山医学会)認定国

際山岳医の大城和恵先生が考案された方法

を採用させていただきました。 

 

① 隔離・・・体温を下げない 

体温を奪われないようにする為に直

ちに風の当たらない場所に移動させ

る。また、濡れた服を着ていたら乾い

た服に着替えさせる。 

 

② 飲食・・・エネルギーの補給 

可能であれば暖かい飲食物を摂取さ

せる。でんぷん質のブドウ糖が含まれ

る炭水化物がエネルギーになりやす

いとされている。生理学的には特異動

的作用を考えるとたんぱく質が一番

熱の発生率が高い為、同時に消化吸収

し易いサプリメントも有効と考えら

れる。 

 

③ 加温・・・胸部を温める 

四肢末端を温めるよりも、胸部を簡

易的な湯たんぽで温めることで、心

臓から送り出される血液の温度を上

げ、暖かい血液を末端に送るように

しながら体温を少しでも上げる。使

い捨てカイロよりも面積が大きいも

のが効果的（例：プラティパス水筒、

大きめのペットボトルなど） 

 

④ 保温・・・身体全体を包む 

気化熱で体温が奪われないようにシ

ートで全身をラッピングする。 

 

以上の手順で施し、中でも③の胸部（心臓）

を加温することがポイントです。低体温症

は、時季に限ったものではなく、気象条件
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が揃えばどのような時季でも起こり得る為、

スポーツイベントサポートリスクマネジメ

ントとして低体温症対策準備は毎回必要で

あると考えます。 

参考：毎日新聞 医療プレミアム「低体温

症を防ごう！〜覚えておきたい四つ

のキーワード〜」 

http://mainichi.jp/premier/health/arti

cles/20150911/med/00m/010/00

6000c 

 

【鍼灸への応用】 

低体温症の応急処置法を応用して鍼灸と

併用することで症状が改善した症例を報告

させていただきました。本治法と併用し、

発汗しない程度で取り除くことがポイント

です。普段から体温が低く、のぼせが伴わ

ない冷え症の方に有効と考えられます。健

康法としても応用が可能です。使用したの

は、ウエットスーツの素材でできている柔

らかい湯たんぽに、給湯器の温度設定を 60

度のお湯を湯たんぽに入れて約 10 分心臓

がある位置の胸の上に置きました。 

 

〇身体が冷えて眠れない方に 

寒さや冷たさを感じていることで、交感

神経が優位になりやすくなり寝つき難くな

る。湯たんぽを足もとに置いていても身体

が冷えている状態でなかなか寝付けない人

は、胸の上にも湯たんぽを置いて 10 分程

度抱きかかえるようにすると効果的。暖か

いと感じることで副交感神経が優位になる

ため寝つきが良くなる。ただし、汗ばむほ

ど温めてしまうと交感神経が優位になり逆

効果になる可能性がある。北里大学東洋療

法研究所漢方鍼灸治療センター副センター

長の伊藤剛先生の研究結果では、入浴時間

は 10 分間にすることで自律神経バランス

が整うことで冷え症改善に効果的とされて

いる。 

 

〇朝なかなか身体が動かない方に 

体温の日内変動で、最も体温が低い時間

帯は起床直後。もともと体温が低い方は更

に体温が下がっている可能性が高い。その

為、朝起きて湯たんぽを作り、10 分程度そ

の湯たんぽを抱きかかえ、その後活動する

と効果的。身体が動きやすくなる。 

 

〇鍼灸と併用 

主に仰臥位の置鍼（本治法など）の際、胸

の上に湯たんぽを置いておくと効果的。 

（症例）主訴：耳鳴り ６５歳女性 体

温３５度台 本治法の時に胸に湯たんぽ

（ヘルメット潜水株式会社のやわらか湯た

んぽを使用）を置くようにした。給湯器の

設定温度６０度にして容器にお湯を入れた。

置鍼時間１０分。治療後自律神経バランス

を測定。併用する前はリラックス傾向には

あるが、理想のバランスではない。併用す

るようになってから理想のバランスになる

ようになった。症状も改善した。 

 

（注意）くれぐれも行う際は、火傷に注意

してください。また発汗しない程度に行っ

てください。 
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図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 

  

鍼灸治療のみ施術後測定（自律神経バランスが整っていない） 

 

  

湯たんぽを併用した鍼灸施術後測定（自律神経バランスが整っている） 

 

 

測定に使用したスマートフォンアプリ『COCOLOLO（ココロ炉）』 

WIN フロンティア株式会社 http://cocololo.jp/about/ 
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お灸フェス in いわきを開催しました 

 

青年委員長 三瓶 美智 

 

珍しく降り積もった 11 月の雪も溶け、

穏やかで過ごしやすい気候が戻った 12 月

のはじめ。我々青年委員会の主催するお灸

フェスがいわき市で開催されました。今回

はいわきノルディックウォーキングクラブ

さんとコラボし、「歩く×健康×お灸」と題

し、午前中はノルディックウォーキングで

身体を動かし、午後は健康講話とお灸体験

ワークショップを行いました。 

【第 1 部 ノルディックウォーキング】 

今回は小玉ダムから、昼食とお灸講座の

会場でもあるいわき高原処農家そば屋さん

までの 11.5ｋｍのコースを設定しました。

いわきノルディックウォーキングクラブさ

んの指導のもとほとんどのかたが時間内に

完歩され、初冬のいわきの景色も空気も堪

能されたようでした。 

クールダウン後はいわき高原処農家そば屋

さんで天ぷらそばに舌鼓を打ち、午後の健

康講話とお灸体験に向けてゆっくりと気持

ちを休めていました。 

【第 2 部 健康講話】 

 

（永山先生による健康講話） 

お昼休憩ののちに始まったのは、青年委

員会の一員でもあるたけのこ鍼灸館館長の

永山剛士先生による健康講話です。「どうし

て歩くと健康になるの？」という疑問に対

して、わかりやすく解説していただきまし

た。また、松尾芭蕉がお灸を据えたという

足三里の紹介もしていただき、日ごろから

長距離を歩かれている参加者の方々は興味

津々の様子でした。 

【第 3 部 お灸体験ワークショップ】 

 

（ワークショップの様子） 

健康講話の後は青年委員がファシリテー

ターとなりお灸のワークショップをしまし

た。火をつけてお灸を据えるまでの動作を

ひとつひとつ確認しながら部位による熱の

感じ方の違いや種類による熱さの違いを体

験しました。参加者は経穴の場所を確認し

たり、自分の身体の悩みを相談しながら、

楽しそうにお灸を体験されました。初めは

「熱そう」「やけどしそう」というイメージ

だった参加者の方も体験後には「熱くない」

「また利用したい」と大満足でした。 

 

来年度も青年委員会は県民の皆様の健康

維持、増進のため精一杯活動していく所存

です。今後の青年委員会活動もどうぞご理

解とご協力をお願いいたします。 



【表紙写真について】 

南会津町舘岩地区のたかつえスキー場近くのソバ畑。約５０ヘクタールあり、１０月中

旬には舘岩新そば祭りが開かれます。南会津町田島で国道１２１号を南下、３５２号に右

折。たかつえスキー場直下にソバ畑が広がります。８月下旬から９月初旬に満開のソバの

花を見ることができます。（写真提供：齋藤俊介） 

 

 

【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、表紙の写真を毎年提供してくださる齋藤俊介先生に、心よ

り謝意を表させていただきます。この広報誌の編修作業をして毎年思うことですが、会員の皆

さんの鍼灸治療普及への精力的な活動を感じることができ、その熱意が伝わってきます。（Y） 
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