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新年を迎えて 
 
 
 一般社団法人福島県鍼灸師会 

会長（代表理事） 三瓶 真一 

 

新年を迎えて一言お祝い申し上げます。 

また平素より本会事業につきましては、多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

本会公益事業の柱となる春夏冬の定講習会も、今年度は昨年 12 月 9 日をもってすべ

て無事終了することが出来ました。 

この 3 回の定期講習会すべてを受講した会員へは、本会の学術功労者として毎年修了

証を授与しております。このほか 4 月の郡山シティ―マラソン大会と年が明けて 2 月の

いわきサンシャインマラソン大会の 2 つのスポーツボランティア参加、郡山保健所を会

場にしての鍼灸体験会、東北 6 県鍼灸師会にて毎年持ち回りで開催する東北鍼灸学会へ

の参加、日本鍼灸師会主催の全国大会、全日本鍼灸学会および本会共催となる東北支部で

の年３回の研修、本会青年委員会・鍼灸女子委員会による多種多彩な研修をもって、鍼灸

師の免許を発行管理する厚生労働省の外郭団体である東洋療法研修試験財団へ、本会では

毎年合計 80 単位以上の生涯研修の申請を行っております。 

昨年は上記財団にて 1 名の理事長表彰(1 回目)と 4 名の 2 回目理事長表彰者を輩出す

ることができました。理事長表彰とは 8 年間の間に各年 1 回、合計 5 回の修了証授与者

に与えられる大変重みのある準公的な表彰です。 

開業鍼灸師が自らの資質を高めるための自己投資的な生涯研修とはいえ、最新の医学教

養や鍼灸学を履修することは、広く県民の皆様の健康福祉増進を目的とする本会事業の核

となるところです。また年に 2 回のマラソン大会でのボランティア参加は、災害時の避

難所での被災者を対象にした健康管理などを意識した平時の実地研修として行なっており

ます。 

本年は本会創立 70 周年にあたります。本会創世記から医療人としての資質を高め、公

益事業を進めてきた先人に敬意を表し、12 月 1 日には創立 70 周年記念事業を挙行いた

します。本会 70 年の伝統を継承し、本年も多数の研修や普及、広報活動などの事業を推

進し、多くの県民の皆様のご期待に応えられる人材育成と鍼灸普及に注力して参りますの

で、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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歳の初めの第一歩 

 

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 
 

新しい年の初めのお慶びを申し上げます。 

その昔、一休禅師は「門松や 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」

と詠まれました。ではなぜ、冥土へと一歩近づいたのに、多くの方々が「おめでとう」を

口にするのでしょう。 

人生はおよそ 100 年以内、生を承けたその時から 100 年以内に死ぬガンに罹ったよう

なものです。であればその間、如何に生き甲斐を持って楽しく過ごすかが重要です。そし

て、他人のために役立っているとき、「お陰様」と喜ばれた時こそ、人は最も喜びを感じま

す。さらには、積み重ねている社会への貢献が人に評価され、次世代へと引き継がれ発展

して（弥や栄えて）いけば、これに優る喜びはありません。医療人は人々に医療面からお

役にたち、少しでも生き甲斐のある人生を過ごしていただくこと、これが仕事であり自分

自身の生き甲斐ともなります。一年ごとに、代々と受け継がれていく鍼灸の、その歩みの

一里塚がお正月です。 

そもそも仕事とは、私の解釈では人のために「さぶらう」こと。大漢和辞典には「わざ

をすること。わざ。職業」とありますが、自分の持つ能力を用いて他人のために役に立つ

こと。結果として生活もさせていただけるのはないかと思います。近年はライフ・ワーク

バランスといって、仕事と個人の生活とが相反するが如き風潮がありますが、仕事は生き

甲斐であるべきで、人生そのものではないでしょうか。特に鍼灸師は、健康の回復に協力

することで直接、人々に貢献する素晴らしい職業です。 

医療行為を手当てといいますが、文字通り「手を当てる」はり師・きゅう師は、本来の

意義に沿った、真の医療を担う存在です。「お陰様で助かりました。」「元気に好きなことが

できるようになりました。」患者さんからこんな言葉の贈り物をいただける素晴らしい職業

です。新しき歳の新しき月の新しき日に差し昇る初日を仰ぎつつ、縁あって出会ったこの

素晴らしい鍼灸の世界に感謝と決意を持って、今年の一歩を踏み出しましょう。 
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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 

 自由民主党福島県議会議員会 会長 

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存じます。 

 

先の東日本大震災から８年を経過しようとしており、“ふくしま”復興・創生のため国・

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、多種多様な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“真の

復興へ”を最優先し、明日への希望を持てる「ふるさとふくしま」創りに勤めてまいりま

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、ふくしまを、力強く前へ進めます。 

 

一方、２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向け、福島県も「復興五輪」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、一段と深刻化する少子高齢化のとき、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願っておりますので、

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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鍼灸医療制度とプロフェッショナル・オートノミー 

－ 日米英医療制度と比較した日本鍼灸医療制度と鍼灸診療ガイドラインの考察 

 

 

監事 中沢 良平 

 

【 要 約 】 

 かつて昭和の時代、武見太郎氏が率いる日本医師会はプロフェッショナル・フリーダ

ムを目指していた。時は平成となり、専門医制度の始まりとともに医療界はプロフェッ

ショナル・オートノミーへと舵を切った。専門医制度は切迫する社会保障費の対応とし

て EBM を駆使した費用対効果の優れたものをガイドラインとする背景で進んだが、ガ

イドラインの活用について外国と比較すると、英国では成果を上げ、米国と日本では成

果を上げられなかった。日本の鍼灸医療制度は業団への任意加入を除けば英国の医療制

度に近く診療ガイドラインを活用できる下地があるが、保険制度には関われないのでプ

ロフェッショナル・オートノミーの考えを発揮できない。米国ではサブスペシャリティ

ー学会がガイドライン作成に反対の意を示し、結果として先進国の中でも医療費が高い

国となった。日本の鍼灸師は東洋療法研修試験財団や全日本鍼灸学会の認定をサブスペ

シャリティー研修として位置づけ実施し、さらに日本鍼灸師会等の業団会員限定による

鍼灸診療ガイドラインに基づいた施術を提供する受領委任払い制度を実現させれば、日

本鍼灸医療制度でも英国医療制度に近づけた体制を築くことができると考える。 

キーワード：鍼灸診療ガイドライン、サブスペシャリティー、受領委任払い制度 

 

【はじめに】 

 最近、医師の話しの中で専門医制度に話

しが及ぶと「プロフェッショナル・オート

ノミー」という言葉が聞かれる。 

 医師という職業は専門職で、他の職種と

分化してきた職業の一つであると考えられ、

法律家や宗教家、教師という職業に共通す

る。「プロフェッショナル・オートノミー 

professional autonomy」は、国家による

規制を受けず、専門職内部を専門職団体自

身が自己規制するという、他職種とは異な

る規制形態で「専門職種自身の自律性」で

ある。 

この中には「診療ガイドライン政策」が

かかわってくるが、国によりガイドライン

についての環境が違う。ここでは、日本、米

国、英国のガイドライン策定環境を比べる。 

さらに、英国の医療制度に近い環境を持

つ日本の鍼灸界の今後について、どのよう

に医療制度とガイドライン策定にかかわる

のか、プロフェッショナル・オートノミー

の視点で考察したい。 

 

【プロフェッショナル・フリーダム】 

 「学問は官僚に統治されてはいけない」

「自由社会における生きる医師の集団であ

る医師会は、ちゃんと責任を持つべきだ」

医療施策の主導権を握る厚生省の意見に武

見太郎氏は反発した。このことは、昭和 36

年から 38 年にかけて官僚統制に一石を投
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じた「制限診療の撤廃」を実現したことで

知られる。 

しかし、他方では診療報酬の増額を求め

る労働組合に近い医師会に対し「長袖医者

が多い欲張り村」とか「汚職地区」とも揶揄

し、身内の医師や医師会を批判している。

このことが、武見太郎氏の唱えるプロフェ

ッショナル・フリーダムと解されている。 

 こうした考えの背景には当時の時流があ

ると思っている。例えば学生の自治会設立

の黎明である。上部組織の学校に関与され

ず、学生自身で校則を作り、学生自身で守

るようなことである。しかし、これは等し

く学生から会費を集めなければ達成できず、

どうしても学校からの交付金が必要である。 

 医師会も、国民から等しく医療費を集め、

それを医療サービスに分配するシステムが

できれば、それこそプロフェッショナル・

フリーダムとして完遂したであろう。しか

し、国が税金として集金し診療報酬として

分配されれば、それは不完全なものになっ

てしまう。現に、北里柴三郎の後継者とし

ての日本医師会長であった北島多一氏が

「医師会の経済というものはほとんど健康

保険によって成り立つようになり、健康保

険組合の理事層の力が医師会よりも勝るよ

うになった」と回想したものそうであろう。 

 英国では医師として診療をおこなうにあ

たり専門団体への登録が必要で、日本の医

師制度にはそのような制度はなく、任意団

体としての日本医師会がある。さらに、医

師に対する懲戒権は行政機関が担っており、

内部規制として日本医師会はプロフェッシ

ョナル・オートノミーを発揮できない状況

があった。 

 現在の医療界はプロフェッショナル・オ

ートノミーの方向に進んでいるが、武見氏

の論理のプロフェッショナル・フリーダム

も息づいているといわれている。 

 

【各国の医療制度とガイドライン策定】 

 － 米国 

 米国は先進国の中でも医療費が高い。民

間保険が中心とはいえ、増大する医療費が

企業の経営に与える影響は大きく、連邦レ

ベルでの政治的争点になった。1980 年代

に財政悪化がもたらされ、ヘルスケアサー

ビス研究と呼ばれる分野に医療制度改革の

アイデアが求められるようになった。やが

て 1989 年の予算調整法によって連邦機

関の「医療・政策研究所」（AHCPR）が設

立され同所から診療ガイドラインが公刊さ

れた。当初、医学会にも大歓迎を受けたが、

専門領域の診療ガイドラインに反対するサ

ブスペシャリティー学会が共和党に働きか

け診療ガイドラインは情報を蓄積するだけ

のデータベースに限定された。 

 米国の診療ガイドライン政策成否の決定

は政党政治ではなく、専門職同士か対立し、

専門性が高いとされるサブスペシャリティ

ー学会が優位になる専門職政治だったとさ

れている。 

 － 英国 

 英国の医療制度は、第二次世界大戦後に

租税を主な財源として国民に原則無償で医

療を提供する国民保険サービス（NHS）か

ら始まった。先進国の中では日本と同様に

比較的医療費が安いが、IMF から資金援助

を受けるほど国は貧窮していた。このこと

により、「支出に見合った価値」を保証する

ために医療監査が導入された。当初、医療

監査は医療専門職種から激しい反対を受け

たが、プロフェッショナル・オートノミー

を堅持しようとした医学会が主導権を取り

返し医療監査を実施するようになった。医

療監査の基準作りに動き出した学会に保健
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省も加わり、国の機関の診療ガイドライン

が作成されるようになった。現在その機関、

英国国立医療技術評価機構（NICE）が公刊

する診療ガイドラインは国際的に高い評価

を受けている。英国が成功した背景には、

専門分化した学会が競合することはなかっ

たとされている。 

 また、医師会と医学会が分かれ、医師は

必ず医師会に登録しなければならない国情

もある（正しくは、NSH という医療制度の

内部で一般医（GP; General Practice）と

専門医（consultant）という専門職が区分

され、王立内科、外科協会と 53 の診療領

域について認定する認定専門医（specialist）

制度が形成されている）。医師会の上には内

部規制をもつ独立した中央医師会評議会が

あり、米国や日本のように同業者の結社す

る単体としての医師会ではないので内部統

治しやすいとされる。 

 － 日本 

 第二次世界大戦前の日本では、医師会と

医学会は別な組織団体として存立していた。

富国強兵の元、医師は必ず医師会に入って

いなければならず、支払制度も現在の英国

のおこなっている人頭払いがされていた時

期があった。 

 終戦後、GHQ による改革により日本医師

会は新たな組織となり、諸分野の学会を分

科会とする日本医学会も傘下として位置づ

けられた。このことにより、医療政策のア

クターとして日本医師会の動きが顕在化し、

一方では医学会は長らく積極的なアクター

にはならなかった。GHQ による改革の要点

は、(1)強制設立から任意団体にすること、

(2)学究研究を中心とする職域団体の性格

を強めることの 2 点だった。これは、日本

医師会が戦争遂行に国に加わった専門職団

体だったので解体し変革すべきと判断され

たためで、GHQ で改革の中心にあったサム

ス准将の構想が持ち込まれた。よって、現

在の日本の医師制度は米国医師会がモデル

となっている。 

 その後、武見太郎氏の強力なリーダーシ

ップのもと、プロフェッショナル・フリー

ダムの考えが示され進んでいった。同氏の

死後、長い間強いリーダー不在が続いたが、

橋本内閣時に福島県郡山市の坪井病院院長

の坪井栄孝氏が再び強いリーダーとして登

場した。 

 プロフェッショナル・フリーダムは「適

正な医療や医者が提供すべき能力そのもの

を制限」されない自由とされ、最初に医療

制度としての枠があってその中に医療を閉

じ込めるのではなく、まず医療があってそ

こに枠付けをしなければならない」という

もので、坪井氏はそれを継承した。さらに、

「日本医師会総合政策研究機構」というシ

ンクタンクを設立し、また、後の「日本医療

機能評価機構」という日本型診療ガイドラ

イン政策を担う機関の立ち上げの土台を作

った。 

プロフェッショナル・オートノミーにつ

いては『マドリッド宣言』というものがあ

る。「各国医師会は、医師のために自己規律

のシステムを確立する」というもので、日

本医師会はこれを「自己を律することに責

任を持つこと」と解釈している。違いは、団

体として会員を律することとか、または医

師個人の問題で律するという、多と個の違

いがある。世界と比べ日本は個人を律する

専門性を示している。 

 やがて EBM の広がりと国家財政の挫折

が到来し、日本医師会の中でも EBM／診療

ガイドラインの活用を目指した「日医診療

支援センター」では EBM に基づく診療お

よび治療の指針を稼働させていくことにな
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り、多方面でも診療ガイドラインについて

取り扱うようになる。 

 － 日・米・英のガイドライン政策 

 英国の学会は米国ほどには専門分化して

おらず、一つの学会組織に専門分化した領

域もそのまま残っているため、多くのサブ

スペシャリティー学会が形成されることな

く診療ガイドライン政策が成功した。英国

にも英国医師会があるが、主として一般医

（GP）の利害を代表とする団体と理解され

ており、専門領域を問わない医師の団体と

して設立された。 

 米国では高額な医療費に見合った質を保

証するため、連邦レベルで医療の質にばら

つきがあることが問題となり、州レベルで

も医療訴訟回避と保身医療防止が問題とな

った。これらの課題に連邦政府が診療ガイ

ドラインを作成することによる解決が目指

され、連邦機関が診療ガイドラインを作成

する機関として設立された。しかし、15 番

目の診療ガイドラインが公刊された時点で

それを専門とするサブスペシャリティー学

会が内容に反発し議会への働きかけで診療

ガイドライン政策は挫折した。しかし、完

全な廃止を免れ、連邦機関は診療ガイドラ

インの情報を蓄積するデータベースとして

存続している。 

 日本は戦後に米国の医療制度が導入され、

医師会の下に医学会が設けられた。英国の

制度が並列だとしたら日本の制度は直列と

例えられよう。 

同じく戦後には「国民皆保険制度」を達

成し、フリーアクセスを特徴とする医療保

険制度を導入した。先進国の中でも GDP に

占める割合が低い国として知られているが、

人口の高齢化が世界に類を見ない速度で進

み、医療をはじめとした社会保障費全般の

制度改革が進められているが、改革の流れ

は米国や英国より遅かった。それは、日本

の医師会は任意団体で、医師の数や規則に

ついいては管制がかかわり、プロフェッシ

ョナル・フリーダムの道を歩んできたから

だと指摘されている。 

プロフェッショナル・フリーダムを重視

してきた日本医師会は、いったん医師にな

れば「自由標榜」を原則として堅持し、学会

によって医師が診療する専門領域を特定す

るような専門医制度は成り立たなかった。 

診療ガイドラインのデータベースを国立

機関に設置するという厚生労働省（当時は

厚生省）の案に医師会が反対したことで国

の機関に診療ガイドラインのデータベース

を設置することはできず、日本医師会や病

院団体が主導して設立し厚生労働省が所管

する財団法人（現在は公益財団法人）にデ

ータベースが設置された 

 以上このように、診療ガイドラインにつ

いては英国では成功し、日・米では充分に

機能を果たしていないと評価されている。 

 

【各国のサブスペシャリティー学会】 

 診療ガイドラインの成否については、サ

ブスペシャリティーが大きく関わってくる

とされてきた。 

成功した英国では、サブスペシャリティ

ー学会が少なく、米国では多くのサブスペ

シャリティー学会が立ち上がり、不成功と
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なった。 

日本でもサブスペシャリティー学会が新

専門医制度とともに立ち上がりの機運を見

せているが、米国と同様に多くのサブスペ

シャリティー学会の立ち上がりが見られる

と指摘されている。（図 1 と 2） 

 

 鍼灸師がサブスペシャリティーを実現す

るとしたら、英国と同様なシンプルな方が

適合すると考える。 

 

【各国の医療制度と日本鍼灸界との比較】 

 さて、今まで戦後から 2000 年代までの

日米英の医療制度とサブスペシャリティー

学会を含む診療ガイドラインについて簡単

に紹介と比較をしてみた。これからは、こ

れらの医療制度とサブスペシャリティー、

そして診療ガイドラインについて、日本鍼

灸界ではどのように位置づけられるか比較

検討してみたい。 

－ 鍼灸師会と鍼灸学会の関係 

日本の医療は米国からの導入により医師

会の下部組織に医学会があり、それが診療

ガイドライン作成に大きな影を落とした。

英国は医師会と医学会が別な組織となって

おり、診療ガイドライン策定が成功した背

景はこの点にある。 

日本の鍼灸医療制度を振り返ると、鍼灸

の学術専門団体の全日本鍼灸学会は日本鍼

灸師会が昭和 26 年に設立した日本鍼灸治

療学会と日本鍼灸医学会とが発展的に合併

改組し、昭和 55 年に社団法人全日本鍼灸

学会として誕生した。これより、日本鍼灸

師会からの下部組織を抜け単独団体となっ

たので日本や米国の医療制度とは違い、ガ

イドライン策定が成功した英国と同様の関

係にある。 

－ 鍼灸のサブスペシャリティー 

 サブスペシャリティー学会は多いと互い

に利害関係が生じ失敗に結びつきやすい。 

 鍼灸医療は多くの適応症を持ち、すべて

の科目を網羅し学習することは非常に労力

がかかる。広く知識や技能を習得するので

あれば、東洋療法研修試験財団の修了証や

全日本鍼灸学会の認定鍼灸師の資格を取っ

た方が適正学習と考える。 

－ 鍼灸診療ガイドライン 

 鍼灸については、国内外で現在多くの科

学的根拠が示されてきている。根拠が示さ

れても、公的な制度に乗せていかないとそ

の有効活用は個人鍼灸院内だけの小さく狭

いものになりかねないし、多種多様な治療

様式を持つ中で無視もされ兼ねない。鍼灸

研究者の多くの努力の結晶である鍼灸診療

ガイドラインは、広く国民に提供され享受

されるべきものであり、目指すべき道は社

会保障費を含めた医療費の軽減に向かうこ

とである。 

 

【考察・まとめ】 

 税収の減少や医療費等の高騰により費用

対効果を求め、適正医療としての診療ガイ

ドライン策定が押し出されてきた。 

 しかし、標準化自体は医学界にとって新

しいアイデアではなかった。さらにプロフ

ェッショナル・オートノミーが成立してい

る国では専門職団体による標準化も進めら
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れてきた。プロフェッショナル・オートノ

ミーが成立していない日本では事情は全く

異なり、専門職団体による標準化の仕組み

はなく、医療技術について特に大学医学部

間でのばらつきが大きかった。このこと

は、鍼灸師にも同様のことと指摘できる。 

 鍼灸界もプロフェッショナル・オートノ

ミーの考えを持ち込み、適正鍼灸医療また

は標準化鍼灸医療としての鍼灸診療ガイド

ラインを作成する視点が求められよう。 

 そもそもガイドラインの作成は医療費の

軽減を目的としたものであるならば、鍼灸

診療ガイドラインも受領委任払いを含めた

療養費の取り扱いにより、より少ない経費

でより高い効果を示さなければならない。

鍼灸診療ガイドラインを作成しても、そう

した費用対効果の視点が求められなければ

実践活用は難しく、米国同様データ供与の

みの活用になってしまう恐れがある。 

 

 鍼灸診療ガイドラインを遵守する鍼灸師

はサブスペシャリティー研修を受講し、そ

の資質を身につけることが望ましい。鍼灸

医療の適応範囲は広範囲で幅広く学習する

必要があるので、東洋療法研修試験財団の

修了証や全日本鍼灸学会の認定鍼灸師とな

ることにより、鍼灸診療ガイドラインを理

解し受領委任払い制度に参入することが理

想であろう。（図 3） 

さらに鍼灸診療ガイドラインが高度充実

化されれば、同意書内記載の 7 項目の削

除（白紙同意書）や同意書そのものがなく

なる（同意書撤廃）ことに繋がる可能性も

出てこよう。 

 類似点として英国医師制度では、まずは

一般医（GP）となり、さらに専門医に進

む道がある。そして医師会と医学会は干渉

し合わない環境がある。英国中央医師会評

議会に該当するものについては「国民のた

めの鍼灸医療推進機構 – AcuPOPJ （ア

キュポップジェイ）」が該当し、医療監査

に特化した新たな設立は可能であろう。 

日本鍼灸師の見習うべき姿は、診療ガイ

ドライン策定を成功させた英国医療制度に

あるのではないだろうか。そして、この環

境は日本鍼灸師制度でも成し遂げられると

思っている。それにより日本鍼灸師会の会

員が増えるのであれば、鍼灸診療ガイドラ

インを理解し、活用できる資質の高い鍼灸

師が増えることにもなる。 

日本の鍼灸医療ガイドラインが活かされ

た真に世界に誇れる国民医療となるには、

こうしたプロフェッショナル・オートノミ

ーの理解と実践が求められよう。 

 

 

【参考文献】 
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第 14 回日鍼会大会沖縄大会参加記 

 

 

会長 三瓶 真一 

 

第 14 回を数える日鍼会全国大会も、い

よいよ会場は南国沖縄となりました。業団

の全国大会というよりは、どこか集団旅行

気分での参加となりました。参加の都合

上、大会二日間を参加したのではなく、受

け持ちのシンポジウム登壇の一コマだけの

参加記となることをご了承ください。 

 

大会一日目は、ただの福島～那覇への単

なる移動日でした。那覇着はすでに夜の８

時過ぎ。ホテル着は 9 時過ぎで、早々に

休み、早朝からシンポジウム発表のスライ

ドを確認しました。 

 

＜会場にて＞ 

翌朝はホテルから徒歩で約 8 分の会場

である那覇市の男女共同参画センター「て

ぃるる」という施設でした。 

沖縄での開催という事でトロピカルな会

場では？と期待していましたが、さにあら

んや・・・地味なコンクリートの打ちっぱ

なしの建物でした。 

 

昨日の大会 1 日目は本会前会長の中沢

良平先生が『ワークショップで楽しく学ぼ

う♪ 求められる災害時の鍼灸とは』のメ

インファシリテーターを務められ、このセ

ッションは大変盛り上がり良い企画であっ

たと会場の各所で聞かされました。 

私の登壇する婦人科シンポジウムは大会

2 日目の朝一番 9 時 30 分から 11 時 30

分までの 2 時間で、私を含む 3 人のシン

ポジストはそれぞれ 20 分だけの持ち時間

でした。この 20 分で実技込の講義を行う

ように指示されていました。 

 

＜いざ発表！＞ 

シンポジウムは座長が埼玉医科大学の山

口智先生、埼玉県鍼灸師会の菊池友和先生

で、演者は 1 番目が『月経困難症に対す

る鍼灸治療』で明治国際医療大学の田口玲

奈先生、２番目が『不妊症に対する鍼灸治

療の実際』という演題を指定されて三瓶が

務めました。3 番目の演者は、横浜・せり

え鍼灸室の小井土善彦先生で、演題は『妊

娠中のマイナートラブルに対する鍼灸治

療』でした。 

月経痛が治って、不妊治療で妊娠して、

妊娠中のマイナートラブルは鍼灸で対応

し、無事出産！という流れで企画したシン

ポジウムでしたが、やはり婦人科疾患は人

気のセッションで今回も会場はぎゅう詰め

の入りようでした。 

３年前の第 64 回全日本鍼灸学会では田

口先生に不妊の海外エビデンスを担当して
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いただいて不妊症のシンポジウムを企画し

ました。また小井土先生とは不妊鍼灸ネッ

トワーク時代からのお付き合いがあり、実

は当院で開催した研修会でも一緒に勉強し

あった仲でした。おなじみの先生方と同じ

テーマで登壇することは大変気が楽でし

た。 

1 番目の演者の田口先生からは今回は月

経痛の鍼灸のエビデンスを国内外の文献か

ら分析して紹介し、月経痛の発生の機序か

ら鍼灸の効果を考察され、実技も披露頂き

ました。それにしても時間が短い・・・。

苦労されていました。2 番目の私の不妊症

では、体外受精を繰り返して行っている難

治性不妊患者さんを例に取って話させてい

ただきました。こうした患者さんは決定的

な原因が判明しているケースは大変少な

く、ほとんどは年齢的な要因など機能的な

ところに原因があり、治療を繰り返してス

テップアップして体外受精に行きついたケ

ースが大変多いようです。 

 

こうした患者さんに鍼灸を行っている

と、ときどき自然妊娠される方がいらっし

ゃいます。例えば、何度も体外受精を行

い、卵子の質の改善を希望して鍼灸を行っ

ているうちに妊娠したとか言うケースが過

去 5 年で 20 例くらいありました。難治

性不妊の患者さんに自然妊娠を目的として

治療を提案することは現実的ではありませ

んが、もともと鍼灸は体質を改善する治療

であるから、機能的な原因が多い不妊症で

高度生殖医療と合わせて行うと良い結果が

生まれる確率が高くなります。現在では東

京や関西を主に、高度生殖医療を行うクリ

ニックで鍼灸を外来で行うところが増えて

きました。わが福島県でも郡山市の乾マタ

ニティークリニックでこの 1 月より鍼灸

の外来が始まるようです。まさにこの分野

で鍼灸は注目されています。

 

最後のシンポジストの小井土先生から

は、胎児という母体の体表から目視などで

バイタルが確認できにくい命を預かる場

合、医療機関との連携が第一に必要であ

り、常に『胎児急変』『破水』の可能性を

念頭に置いて治療すること、と第一にお話

しされました。また妊娠の早期からリラキ

シンという骨盤や全身の靭帯を緩めるホル

モンが働くことにより、一般的に妊婦の腰

痛と言うと妊娠中期以降から発症しやすい

イメージがあるが、実は初期から骨盤輪が

緩んで腰痛が発症しやすい、という事をお

話しくださいました。 

 

シンポジストの発表が終わり、総合討論

ではなかなか難しい質問が多数出ましたが

無事終了し、皆さんで記念撮影しました。 

近年の日鍼会大会では必ず不妊症などの

婦人科疾患が企画されます。また今年 5
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月に名古屋で開催される第 68 回全日本鍼

灸学会のメインテーマは婦人科領域の鍼灸

です。今後、この分野の発展はめざましい

ものがあると確信しています。 

 

＜帰り道＞ 

シンポジウムが無事終わり、帰りの飛行

機は午後 1 時発。という事はもちろん観

光はありません。会場前でタクシーを捕ま

えて那覇空港へ向かいます。なぜか急いで

いるように思われ、タクシーの運転手さん

飛ばす飛ばす・・・。あっという間に那覇

空港に到着し、ここで初めて沖縄名物を食

べました。しかも空港のフードコートで。 

 

小さな？豚三枚肉がのった沖縄そばと、

オリオンビールで無事お役目を果たした？

祝宴をしました。毎年講演を頼まれたり、

自身の研修で各地を歩きますが、貧乏性な

のか観光をして帰ったことがありません。

『もったいない』と言われることがありま

すが、なぜか研修や学会では、観光をする

気にはなれないのです。今回は、不妊症の

鍼灸という事で『こいつなら』という事で

中沢前会長の仲介もあり、名誉なことに日

鍼会会員 5 千人の中から白羽の矢を立て

ていただきました。しかし聴講者にうまく

伝わっただろうか、失望させなかっただろ

うかとか案じます。毎回、達成感より不安

感が強く、そのせいか帰り道を急いでしま

います。まだまだ青いですね。 

 

那覇空港を離陸し、高度 1 万 2 千メー

トル上空の成層圏の写真。空が青黒く、ま

るで宇宙を飛んでいるような景色が続きま

す。 

機内の Wi－Fi でスマホの地図アプリを

開くと、喜界島(鹿児島県)の上空だとか。

源平盛衰記や平家物語で、時の政権へのク

ーデターが発覚して喜界島に島流しになっ

た首謀者の一人、僧侶・俊寛を思い出しま

す。『これ、乗せて行け、具して行け』と

窓の外から俊寛の声が聞こえそうでした。 

 

来年は静岡での開催が決まりました。ぜ

ひ多くの会員の先生方の参加をお願いいた

します。 
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第 52 回 東北鍼灸学会学術大会秋田大会で発表して 

 

 

総務部 部長 小沼 慎介 

 

 9 月 1 日・2 日 (土・日)、第 52 回 東

北鍼灸学会学術秋田大会が秋田市の秋田ビ

ューホテルで開催されました。 

 

 

 

 昨年、9 月 16 日～18 日の日程で第 37

期 鍼灸臨床研修会に参加したことで、今大

会の一般口演での発表が事前に決まってい

たこともあり、大会事務局から発表者を募

る文書が届いた際は落ち着いていました。

『ある事柄』を除いて……。 

 

 その『ある事柄』というのが大会事務局

から一般口演のテーマを決められてしまっ

たことです。正直なところ、今大会の発表

に関しては、臨床研で合格をいただいた症

例報告をそのまま発表原稿にする算段でい

ましたので、これに関しては大きな誤算で

した。 

 

 ということで、一般口演のテーマ「症状

ごとによく使う経穴」に沿った内容で真っ

新な状態から原稿の作り直しです。何日も

かけて自分がよく使う症状別の経穴を検討

しましたが、福鍼会を代表して発表するに

はパンチが弱すぎる内容に却下の連続。さ

すがに自分でも焦りました。悩んだ結果、

普段から使っている常用穴に絡めて原稿を

作ることで収まり『私の常用穴と腰痛の一

症例』というタイトルに決めました。 

 

 今度は原稿作りです。普段からパワーポ

イントをいじることもなく、10 分間の発

表だと何ページが適当なのかも分からず検

索ばかりしていました。それでも臨床研の

症例報告を作成した経験があったことで導

入から考察、まとめまではスムーズに作成

できました。なお、作成するに当たって会

長である三瓶真一先生に何度も添削をして

いただきました。この場をお借りしてお礼

申し上げます。 

 

 そして、原稿作りと同時に大会事務局か

らは抄録原稿も作成せよとのお達しがあり、

日常診療、会務に加え、発表原稿と抄録原

稿の作成と、毎日頭の中は原稿のことしか

頭にない状況が続きました。大会事務局か

らは抄録原稿のサンプルを送付していただ

き、大変助かりました。 

 秋田県は未踏の地ということもあり、今

回は車で行くことにしました。会津若松か
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らはノンストップで４時間 50 分。なかな

かの距離です。途中、休憩 2 回 (昼食休憩

含む)、約 6 時間で無事に会場近くの駐車場

に到着しました。来られるものですね。 

 

 

 

 受付時間より少し早く到着し、会場で三

瓶真一先生や安齋昌弘先生、高橋秀行先生、

樫村由美子先生にお会いできたときはアウ

ェーからホームに戻ったような安心感があ

り、とてもうれしかったです。 

 

 時間通りに開会式が進み、すぐに一般口

演となります。あまり緊張しないと思って

いたのですが、徐々にソワソワしてしまっ

て、隣の三瓶先生に「緊張してんの？ まさ

か！？」と言われ、余計に固まってしまい

ました(汗) 

 

 私は 5 番目の発表でしたが、それぞれの

先生の発表を聴けば聴くほど、自分の内容

が陳腐で稚拙に思えてしまい、また他先生

の発表はなかなか手厳しい質問 (ツッコ

ミ)が入っていましたので、自分もそうなる

と思い心配してしまいました。図体の割に

はメンタルが弱い私です。 

 

 

 

 いよいよ発表。手元に原稿は置かず、顔

をあげて発表しようと決めていました。結

果的に言えば、下は向きませんでしたが、

スライドの方ばかり見て発表するという失

態をおかしました。最後の方だけ会場を見

渡せる余裕ができましたが時すでに遅し、

ですね。何事も経験です。 

 

 会場から手厳しい質問もなく、座長の三

瓶先生からの簡単な質問に答え、私の秋田

大会での最重要ミッションは無事終えられ

ることができました。三瓶先生を始め、会

場にいらした福鍼会の先生方からは「一番

良かった」「光ってた」「鼻高々」とお褒め

いただき、恐縮しつつもうれしく思いまし

た。 

 

 

 東北青年ブロック会議に代理出席した後、
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懇親会では見ず知らずの女性鍼灸師さんか

ら「とても聴きやすかったです」と話かけ

ていただけたり、同年代くらいの男性鍼灸

師さんからも「小沼先生の常用穴に興味あ

ります」とおっしゃっていただきました。

10 分足らずの発表でしたが、参加された

先生方に “福島やるな” と感じていただけ

たらうれしいですし、福鍼会を代表して恥

ずかしくない内容が出せたようでよかった

です。 

 

 翌日、特別講演 1 の最中に講師の加藤隆

久先生が私の口演内容に触れ、しかもアド

バイスと激励までいただき、ビックリしな

がらも大変光栄な瞬間がありました。アド

バイスとおり、今後も研究を続けてまいり

ます。 

 

 

 

 大会終了後は安齋先生、三瓶先生、樫村

先生とご一緒させていただき、秋田名物の

買い物をしました。なんだか家族のような

感じで一緒に買い物ができ、一人で癒され

ていました。買い物を終えた後は、三瓶先

生にランチをごちそうになりました。稲庭

うどんとかつ丼のセット、美味しかったで

す。なお、安齋先生には懇親会の後の二次

会でごちそうしていただきました。馬刺し、

煮込み、馬の生レバー、美味しかったです。 

 

 

 皆さんと別れた後、秋田駅前をぶらつく

と秋田犬の展示をしていました。しばし秋

田犬に癒されました。この日は気温も高か

ったのでワンちゃんたちはちょっと暑そう

でした。 

 

 ランチでパワーがついたのか、帰りはな

んと！ 一度も休憩せずに会津若松の自宅

へ戻りました。4 時間 30 分で到着です。

Google の予測時間よりも早く帰れたこと

が自慢の一つになりました(笑) 

 

 今大会を振り返り、発表者という立場で

迎えた大会だっということもありますが、

今までになく充実していた大会でした。発

表の機会を与えてくださり、原稿作りから

支えてくださった三瓶先生を始め、会場で

優しくサポートしてくださった安齋先生、

高橋先生、樫村先生にお礼申し上げます。

また、縁あってお会いできた先生方とは今

後も親睦を深めていきたいと思います。今

後ともよろしくお願いいたします。 
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まるごとけんこうフェアを振り返って 

 

 

財務部 副部長 白井 和弥 

 

【はじめに】 

平成の時代も残り少なくなってきました。新たな時代が始まります。平成を節目に、新

たな時代の流れを作るのは、新たな時代を生きる世代であります。 

わたくし自身、四十代半ばの齢を重ね、初老を過ぎました。人生残り半分、まだまだ戸

惑い迷うことの繰り返しです。それでも鍼灸業界に携わる身として、何かしら希望や未来

を感じられるように、日々試行錯誤していきたいと思います。 

 

【まるごとけんこうフェア】 

例年参加のイベントですが、去る 10 月 7 日（日）郡山市保健所において「まるごと

けんこうフェア」という催しがありました。市民が健康管理について体験する目的のイベ

ントで、福島県鍼灸師会は「はりきゅう体験コーナー」を出展しました。今回から事前予

約制となり 50 名の予約があった中、実際には 36 名の市民が来場しました。予約者が来

なかった理由として、当日都合が悪くなった、他出展ブース利用で時間に間に合わないな

どがあったようです。 

はりきゅう体験コーナー来場者へ、簡単なアンケート調査を行ったものを以下報告いた

します。36 名の来場者でしたが、2 名の方がアンケート調査を辞退したようで実際には

34 名分の集計となりました。 

 

［質問事項］ 

・性別 

・年代 

・鍼灸受療経験の有無 

・体験後の満足度 

・今後の鍼灸受療希望 
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【まるごとけんこうフェア考察】 

まず来場者の性別と年代層の割合ですが、例年通りの傾向でした。男女比がおよそ 

「3：7」、年代は 40～70 歳代の方が「9 割」という結果は、『健康イベントに興味が   

あるのは中高年の女性が多い』と言えるでしょう。 

次に鍼灸受療の有無として、過去すべてにさかのぼって鍼灸経験者が 3 割、残りの 

7 割の方が鍼灸未経験者であります。この数字、結果も例年通りであります。来場者の 

中には健康イベントにあちこち頻繁に参加されている方もいるわけで、イベントの体験コ

ーナーでしか鍼灸経験がない来場者もいます。よって１年以内に自分で治療費を払って鍼

灸の施術を受けた方はもっと少ないと言えます。いずれにせよ、７割以上の方たちは鍼灸

未経験で、自身の不調の際には鍼灸を選択していなかったということです。 

 さらに次の質問、そして最後の質問の結果を合わせて鑑みると、鍼灸体験治療を受けて

22 名がとても満足したが、今後鍼灸を受けてみたいと強く思う方は６名ほどしかいな

い！という残念な結果が見て取れます。鍼灸体験そのものは 94％の満足度（34 名中
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32 名が満足以上）であることは、大変喜ばしいといえます。ただし、その後実際に鍼灸

施術所で治療を受けてみたい方は少なくなってしまうようです。 

 理由として考えられるのは、鍼灸師や鍼灸施術所に関する知識・情報がないため、実際

に施術所へ足を運んでみることに尻込みしてしまうのではと思われます。鍼灸未経験者 7

割の方は特に、西洋医学的治療概念で病気や怪我などに向き合ってきたわけです。それを

今までとは違った東洋医学的概念の下で、自身の健康を管理していくことには不安があっ

て然りです。どれくらいの期間、どれくらいの費用、どこの施術所、どんな鍼灸師に自分

の身体を預け委ねていいものか？当然イメージしづらいと思われます。鍼灸を始め、医療

業界すべてに通ずることですが「いかに継続して治療を受けてもらうか？」これこそが大

事なポイントであります。 

 健康イベントでの体験コーナーは、無料で気兼ねなく、友人らと足を運んで鍼灸を受け

られるという気軽さがありますが、現実的にはシビアです。体験治療で「鍼は痛そう」、

「お灸は熱そう」、「未経験であるが故、鍼灸は怖い」という 3 大悪イメージが薄らいで

満足感を得ても、実際に鍼灸施術所へ足を運んでもらうことに繋がっていかなければ本当

の鍼灸普及活動とはいえません。鍼灸により体に良い変化が起こり、理屈はともかくなん

となくでも良いイメージが伝えられたのなら、次のステップ「継続して鍼灸を受けてもら

う」という方向へ導いていく方策を今後とも考えていかなければと痛切しました。 

 以前にも述べたことですが、鍼灸体験で「痛くない。熱くない。気持ちよかった」とい

う思い出作りを提供するのでなく、鍼灸の魅力、なぜ鍼灸を活用することに意義があるか

を納得してもらう鍼灸体験を目指していきたいと思います。施術者と患者の相性は当然あ

りますが、「継続しやすい価格設定の提示」また「継続しやすい、納得がいく治療メニュ

ー」など具体的な内容も、自信をもって勧められるくらいが理想です。 

 

【おわりに】 

 去る 7 月 8 日（日）東京で開催された（公社）日本鍼灸師会全国青年部長会議に出席

してまいりました。全国の都道府県鍼灸師会でも鍼灸普及活動は盛んであります。普及活

動で力を入れているものに「お灸フェス」があります。お灸は「体を温める」という気持

ち良さそうなイメージがあるようで、鍼より敷居が低いようです。そのお灸に加えて「運

動（例えばヨガ）」をコラボレーション、また「健康料理」をコラボレーションさせたり

と、お灸フェスでは一般の方が参加しやすいようにとアイディアをつぎ込んで実施されて

おります。 

 私たち福島県鍼灸師会でも以前に「お灸カフェ」を県内で実施したことがありますが、

こういった普及活動に参加する仲間を増やしていきたいと思います。普及活動はあくまで

ボランティアで、すぐに集患に結びつくとはいえませんが、一つの物事に同じ業界人が協

力して、苦労して、勉強して、自身を高め合うことは、損得抜きで豊かな経験となるはず

です。仲間同士、寄り添い気持ち良く活動できるように、わたくし白井も精進してまいり

ます。今後ともよろしくお願いします。 
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第 25 回郡山シティーマラソンの 

トレーナーボランティアの活動報告 

 

 

スポーツ委員会 委員長 益子 勝良 

 

2018 年 4 月 29 日に開催されました

郡山シティーマラソンのトレーナーボラン

ティアの活動報告を致します。 

ボランティア参加者は計 27 名（本会会

員 1４名、学校教員２名、学生 8 名、そ

の他 3 名）となりました。また、施術を

行った人数は 85 名です。その 85 名を年

齢ごとによる男女別、施術経験別、疾患別

に集計しました。 

 

 

表１ 男女の参加人数 

 

施術人数 85 名のうち、男性は 50 名、

女性は 35 名でした。また、一番多い年齢

は 40 歳以上 50 歳未満、次いで 30 歳以

上 40 歳未満でした。一般的に鍼灸治療院

へ通われる方の男女比でいうと、女性の方

が多いといわれていますが、今回の集計で

は男性の方が多かったです。大会参加者の

比率から男性が多く、上記のような男性が

多い数値になったのではないかと考えます

が、正確な参加者の男女比が不明なため、

推測の域をでません。 

施術経験別にみてみると、鍼灸マッサー

ジを今回初めて受けた方は 42 名、今まで

受けたことがある方は 39 名でした。 

 

 

表２ 鍼灸マッサージの経験者数 

 

障害部位別にみると腰に痛みを訴える

人が最も多く、下腿、大腿とつづきます。

やはり、マラソンということで、下肢症状

を訴える方が多いです。腰に関しては慢性

的に痛みを訴えている方や、練習で痛めた

方が見受けられます。また、肩部の症状と

しては肩こりが多かったです。施術を受け

た方のなかには大会スタッフや選手の付き

添いの方も含まれていますので、スポーツ

ボランティアでありながら、日常のお悩み

を聞くケースもあります。 

男 女 計
２０歳未満 3 2 5

２０歳以上３０歳未満 4 0 4
３０歳以上４０歳未満 11 10 21
４０歳以上５０歳未満 14 8 22
５０歳以上６０歳未満 9 8 17

６０歳以上 7 6 13
不明 2 1 3

計 50 35 85

未経験者 経験者 計
２０歳未満 3 2 5

２０歳以上３０歳未満 2 2 4
３０歳以上４０歳未満 10 11 21
４０歳以上５０歳未満 14 8 22
５０歳以上６０歳未満 8 8 16

６０歳以上 6 7 13

計 43 38 81

不明 854
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表２ 障害部位数 

 

第 25 回郡山シティーマラソンの参加者

は 7559 名となっております。そのう

ち、施術を受けた方は 85 名です。今回の

シティーマラソンでの受療率は 1.12％と

なります。ちなみに日本国民の鍼灸受療率

は 5～7％と言われています。数字だけ比

較すると、低い数字になっておりますが、

単純に比較できるものでもなく、本ボラン

ティア活動には様々な制限がございます。

施術者の人数、ベッドのスペース、ボラン

ティア時間です。実際にボランティアに参

加された先生方はご存じだと思いますが、

本会にあたえられたスペースにベッドを所

せましと並べます。そのため、これ以上ベ

ッド数を増やすことはできません。施術時

間は大体４時間位ですが、レースが始まる

と施術を受けられる方はあまりいませんの

で、実質の活動は２～3 時間位になりま

す。様々なことを考慮すると、今大会にお

ける受療率を 1％から 5％まで上昇させる

のは、物理的に難しいことがわかります。 

しかし、このボランティア活動では地域

社会貢献の他に、鍼灸施術の普及活動も含

まれております。多くの方に鍼灸の素晴ら

しさを知っていただき、少しでも受療率が

上昇することが重要となってきます。その

ためにも、このような活動をこれまで以上

に続けて行く必要があります。今後もご協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頸 肩 背中  腰 股関節
２０歳未満 1 1 0 0 0

２０歳以上３０歳未満 0 0 0 1 0
３０歳以上４０歳未満 2 2 0 5 1
４０歳以上５０歳未満 0 2 2 10 2
５０歳以上６０歳未満 0 3 2 6 1

６０歳以上 0 3 0 5 0
不明 0 2 0 1 0

計 3 13 4 28 4

大腿 膝 下腿 足 その他
２０歳未満 3 0 1 1 0

２０歳以上３０歳未満 3 1 2 0 0
３０歳以上４０歳未満 6 2 7 7 0
４０歳以上５０歳未満 4 6 6 5 2
５０歳以上６０歳未満 3 3 6 2 0

６０歳以上 4 1 3 0 1
不明 1 1 1 0 0

計 24 14 26 15 3
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平成 30 年度 定期学術講習会に参加して 

 

 

学術部 副部長 樫村 由美子 

 

 毎年、春・夏・冬季と三回開催される定期

学術講習会ですが、今年度が平成では最後

の開催となりました。幸いなことに、私は、

健康面・環境面共に問題なく三回全てに参

加することができました。ここに、参加し

た感想を述べさせて頂きます。 

 春季講習会は、4 月 22 日郡山市職業訓

練センターでの定時会員総会終了後に行わ

れました。前半は、福島県社会福祉協議会

の橋本恵李さんによる「認知症サポーター

養成講座」が開かれ、決して他人事ではな

い貴重なお話を聴くことができ、受講後に

は認知症サポーターの目印となるオレンジ

リングを頂きました。 

後半は、訪問マッサージあいの手 郡山店

の安藤康詠先生から、訪問マッサージ業か

ら見た、訪問診療・在宅診療での対応につ

いて、写真や動画を見ながらお話を伺いま

した。 

 7 月 29 日には、会津医療センターにお

いて夏季講習会が開催され、２題のご講演

を頂きました。まずは、会津医療センター

総合内科・病院教授 宗像源之先生による

「しびれ」についての講演ですが、私にと

っては頭を痛めている難治の疾患の一つで、

非常にタイムリーでためになるお話でした。

続いて、会津医療センター漢方医学講座准

教授の鈴木雅雄先生より「医療連携で必要

になる紹介状の書き方」についてご講演頂

きました。その後、紹介状作成を実践しま

したが、私にとっては初めてのことだった

ため、戸惑い、未熟さを痛感しました。最後

に、本会保険副部長の橋本先生による「療

養費等適正運用指導講習会」が開かれまし

た。ここでは、変わっていく健康保険取扱

いによる治療のための手続きについて、詳

しく説明を受けました。いつにも増して参

加者が多く、活気に溢れる会場となりまし

た。制度改正に対して余裕を持った早めの

対応をして頂け、また個人的質問にも応じ

て頂けたことが大変ありがたく感じました。 

 12 月 9 日、郡山市職業訓練センターに

おいて、冬季講習会が開催されました。折

しも郡山では初雪、会津若松は吹雪だった

そうです。本講習会では、まず、健康保険治

療の制度が変わることを受けて、改めて保

険副部長からの説明があり、難解な文書を

皆で考えることにより、何とか理解につな

がりました。続いて、カナケン福島営業所

長の神俣さんより「営業を通して見た繁盛

院とそうでない院の違い」についてお話を

伺いました。外部からの目線でのご指摘は、

新鮮で頷けるお話ばかりで、ありがたく思

いました。また、会員が新しく設けたホー

ムページの効果についても検証が行われ、

参考になりました。グループに分かれての

ワークショップでは、『患者さんの継続した

来院のための配慮』『リピートして頂くため

の配慮』について話し合いました。参加者

全員が惜しみなく意見を出し、賑やかな活

動となりました。 

 本会の講習会では、県内にいながらにし

て著名な先生のお話を聴講できるだけでな

く、会員同士の交流により、私はいつも元

気と勇気を頂いています。来年度の定期学

術講習会、皆さん奮ってご参加下さい。 
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健康保険を使って鍼灸治療が受けられます 

 

 

保険部 副部長 橋本 修一 

■ 健康保険で鍼灸治療を受けるには 

鍼灸治療は、二つの要件を満たせば健康保険が適用されます。 

 

要件１ 対象となる疾病であること 

下記疾病が保険治療の対象となります。 

・頚腕症候群 

・頸椎捻挫後遺症 

・五十肩 

・神経痛 

・リウマチ 

・腰痛症 

※上記の疾患の他、慢性的な疼痛についても認められる場合があります。 

 

要件 2 医師が鍼灸治療に同意していること 

医師の診察を受けて同意書（規定の用紙）を発行してもらいます。 

 

 

健康保険を使って鍼灸治療をご希望の方は、

一般社団法人福島県鍼灸師会 保険部にお問合せ

ください。 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 福島県鍼灸師会 保険部 

℡ 0246-44-3246 （はり・きゅう はしもと） 
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女子委員会の活動について 

 

 

女子委員会 委員長 太田 友理香 

 

平成 30 年度の女子委員会の活動内容

は、8 月 5 日(日)『不妊治療と灸頭鍼』、

11 月 4 日(日)『子宝鍼灸特別講習会』と

いずれも白河市にある三瓶鍼療院にて本会

の三瓶真一会長と橋本修一保険部 副部長

による講習会を青年委員会と女子委員会合

同で開催いたしました。実技、実践の講習

会ということもあり勉強熱心な若手の先生

方が会員のみならず非会員の方も多数参加

され好評を博しました。 

 講師の三瓶真一先生、橋本修一先生にお

かれましては大変お忙しい中にも関わらず

時間をさいていただきありがとうございま

した。この場をお借りして感謝申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（橋本修一先生による灸頭鍼の実技） 

 
また 11 月 18 日(日)には、女子委員会

単独で、郡山市ビッグアイの市民交流セン

ター和室で『診療時の困難事例』について

各自１、２例持ち寄り座談会を行いまし

た。参加していただいた会員の先生方は女

性 1 人での開業スタイルをとっておられ

ます。皆さん地域の特に女性の患者さんの

強い味方です。座談会では困難な症例や症

状だけでなく日頃の診療で女性特有の困り

ごと等を共有することが出来ました。これ

から女性 1 人で開業される先生や学生さ

んにはとても為になるお話だったと思いま

す。毎年新たな症例があり 1 人では気づ

かない発見があるため私個人としても次回

が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度も鍼灸師会の会員のニーズに合わ

せて青年委員会と合同の講習会と、単独の

イベントの 2 本立てで活動していきたい

と思います。そして鍼灸の勉強会や講習会

には、いろいろな流派や考え方があります

がお互いを否定せず、色々な視点から話せ

る会にしていきたいと考えております。 
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鍼灸師 10 年生 ～10 年の道のりを振り返って～ 

 

 

青年委員会 委員長 米倉 良平 

 

今年で三十九歳となりました。 

仙台の赤門を卒業したのが二十九歳の時

です。鍼灸マッサージ師となって、今年で

十年となります。この業界で、まあ運よ

く、という感じで、生き残って、食ってい

っております。鍼灸師 10 年生、各論は別

な機会にということで、総論、ここまでを

ざっと振り返ってみようと思います。 

まずはじめに、自分の治療や、施術とい

ったものについて書いておきましょう。そ

のほうが読む側としても、なんとなくの全

体像を把握しやすいですよね。 

わたし、治療のベースはマッサージで

す。マッサージをベースとして、そこに患

者さんの状態をみて、お客さんの希望を聞

いて、鍼なり、灸なり、ストレッチなり、

テーピングなり、運動なりをいれて治療を

組み立てております。鍼や灸も技や、テク

ニックのひとつ、というくらいの感じで考

えています。治るものは治りますが、治ら

ないものは治りません。ゴッドハンドでは

ございません。あしからず。 

さて、鍼灸師１年生からの経歴とまいり

ましょう。二十九の時に、赤門鍼灸柔整専

門学校を卒業し、資格取得。はれて鍼灸マ

ッサージ師となりました。 

それ以前のことを書きますと、大学を５

年かけて卒業し、その後勤め人となった

が、やっていけず３年で退職しました。

昔、スポーツで体をこわして通っていた影

響と、個人で仕事、ということにあこがれ

て、治療院の先生を目指すべく、赤門鍼灸

柔整専門学校へ入学と至るのでした。 

専門学校卒業後、地元福島県へ。郡山の

訪問マッサージの会社に入社しました。そ

こで２年勤め、保険を使った訪問マッサー

ジの経営のノウハウを習得しました。 

卒業して２年後の三十一のとき、地元南

相馬で独立開業。東日本大震災で津波原発

の被害に遭い、どうしようかというところ

でしたが、南相馬にて開業しました。よね

治療院のスタートです。 

 

よね治療院の主の業態は保険適応の出張

マッサージです。店舗をもたない、費用の

あまりかからない、ノーリスクのやり方で

した。完全、個人経営。給料は、払う側か

らすると一番の経費なり。 

さすがに最初は暇でした。でも、保険の

マッサージ、利用する側にも、提供する側

にもおいしい、なんとかなるはずだ、と、

軌道に乗ることを自分に言い聞かせ、とり

あえず耐えました。あやしい時期が２年く

らい続いていましたけど、継続は力なり、

徐々に顧客も増え、収入も増えていったの
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でした。 

しばらく出張専門でだけやってきて、そ

れなりに売り上げが伸びてきたので、テナ

ントを借りられるくらいの経済的余裕も出

て来ました。ということで、物件の調査を

しました。調べると、やっていけるね、と

なり、一気に話は進みました。 

まあ、やっぱり、初めてやることは大変

ですよね。契約、内装、外装の整備、看

板、院内の準備。ひとつひとつこなして、

店舗での治療院も開始となるのでした。南

相馬で始めて４年後のことでした。今まで

通り、訪問マッサージが主で、そこに自由

診療を院でも行う、そういったスタイルで

す。 

そして数年がたち、院のほうもぼちぼち

いい感じで仕事しています。時間びっし

り、というわけではないけど、それなりの

件数、それなりの自分ペースでやれており

ます。 

 

主の治療以外でも、トレーナー業務とし

て、インターハイ選手が多数集まるような

合宿に声かけてもらえるようになったりし

たし、医道の日本の雑誌に取り上げられた

りもしました。またある面では、市の駅伝

チームの監督をやっています。その他、市

の陸上競技協会の会長になり、商工会議所

では副委員長を務め、鍼灸師会では青年委

員長を務めることに。（このへんは、頼ま

れたことを引き受けすぎて、自分の処理能

力では処理しきれなくなってしまった。断

るべきところは断わりましょう。） 

その後、結婚もし、子供も生まれまし

て、今に至ります。順風満帆ではございま

せんか。まあ、いろいろ運がよかったし、

我ながら、冒険しない、安全なやり方で進

めてきたと思います。保険のマッサージが

収入の主で、自由診療は趣味です、くらい

のスタンスがよかったか。 

ドラッカーのマネジメント的に言うと、

私の仕事は、 

「マッサージ、鍼、灸を通して満足を与え

る」ことで、その対価として料金をいただ

く。 

そして、仕事で目指すところは、 

「関わる人たちに笑顔が増えますように」 

「地域に知られた信頼される治療院」とい

ったところになる。 

今後はというと、とりあえずは大きく軸

となるところは変えず、変わらずで、しば

らくは進むつもりです。状況は変わるの

で、そのときそのときで考えますが、体が

今までのように働くでしょうか。 

総論、ざっと大まかに書いてみました。

開業、店舗経営、その他、各論、細かい内

容はまた別の機会に書ければいいかなぁと

思います。どうぞ、そのときまでごきげん

よう。 
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平成 30 年度研修一覧 

平成 30 年度は下記の研修により、本会定期講習会・(公財)財団法人東洋療法研修試験

財団 生涯研修・公益社団法人日本鍼灸師会専門領域研修会（リスクマネジメント、スポー

ツ）の履修単位としています。 

 

 

平成 30 年 

4 月 22 日（日） 

 本会春季学術講習会 

 １）認知症サポーター養成講座 

 ２）訪問マッサージにおける要介護高 

齢者への対応 

 

4 月 29 日(日) 

 郡山シティマラソン大会 

 ボランティア治療参加・災害医療研修 

 

6 月 2 日(土)・3 日(日)★ 

 第 67 回全日本鍼灸学会大阪大会 

 

6 月 9 日（日） 

 郡山健康振興財団ツボ教室(郡山保健所) 

 

7 月 1 日(日)★ 

 全日本鍼灸学会東北支部学術集会 

(東北大) 

 

7 月 29 日（日） 

 本会夏季学術講習会(会津医療センター) 

 １）しびれについて 

 ２）COPD の鍼灸治療 

 ３）療養費等適正運用指導研修会 

 

8 月 5 日(日) 

 本会青年委員会・鍼灸女子委員会合同研

修会 不妊症について 

9 月 1 日(土)2 日(日)★ 

 第 52 回東北鍼灸学会学術大会(秋田) 

 

9 月 30 日(日)★ 

 全日本鍼灸学会東北支部 AB 講座 

 （盛岡・中止） 

 

10 月 7 日(日) 

 郡山健康振興財団 まるごとけんこうフ

ェア 鍼灸体験会（郡山保健所） 

 

10 月 27 日(土)28 日(日)★ 

 第 14 回日本鍼灸師会全国大会沖縄大会 

 

12 月 9 日(日)本会冬季学術講習会 

  １）鍼灸院経営シンポジウム 

 ２）鍼灸院経営ワークショップ 

 ３）療養費等適正運用指導研修会 

 

平成 31 年 

1 月 20 日(日)★ 

全日本鍼灸学会東北支部 A 講座（郡山） 

 

2 月 11 日(祝) 

いわきサンシャインマラソン大会ボランテ

ィア治療参加・災害医療研修 

 

 

★は、外部の研修となります。 
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【表紙写真について】 

春の松川浦 岩の子地区 

日本百景の一つに指定されている松川浦の南西岸にあります。海苔の養殖が盛んで水揚

げの量も多かったのですが震災で打撃を受けました。最近になってようやく試験養殖が始

まりました。また、多くの民宿が津波で被災しましたがようやく再建の動きが出てきまし

た。近くには丹下左膳の碑や観光いちご園もあります。（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。 

この広報誌は、私たち（一社）福島県鍼灸師会の活動を、県民の皆さまにご紹介する目的で

発行しています。IT 技術やハイテク産業の華やかな時代ですが、私たちは伝統ある鍼灸治療

の技術を磨き福島県民の健康に寄与してまいります。（Y） 
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