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新 年 のご挨 拶
会長
新年明けましておめでとうございます。
この一年が、皆様には健やかな良き年で
ありますよう、心からお祈り申し上げま
す。
初冬の 11 月から新型インフルエンザが
流行し、接種ワクチンが不足する事態と
なりました。
『医道の日本』2007 年 12 月
号（第 771 号）に、
「インフルエンザの発
症率が、マスクの装着により 5 分の 1 に
減る」と、関西医科大学とユニチャーム
の研究としてニュース欄に掲載されてい
ました。私たちの治療室において、その
予防対策としてマスクを使用されている
先生方は何人おられるでしょうか。
今年の長期予報では、地域によって大
雪になると言われています。昆虫のカマ
キリは、その本能から大雪になる年は高
い位置に巣を作ると言われています。さ
て、皆さんのところのカマキリの巣の高
さはどうなっているでしょうか。大雪も
乾燥気候も困りますが、高齢者と子供た
ちを感染から守るためにも、インフルエ
ンザの流行が早く落ちついてほしいと願
っています。
高齢者といえば、この 4 月より後期高
齢者医療制度改革がなされ、保険取り扱
いについても新申請書により実施される
予定です。また、鍼灸師も介護予防指導
員養成講座に積極的に出席し、新しい活
路の開拓できることを日鍼会では支援を
しています。本会の会員からも受講者が
増えてくると思います。
日本鍼灸師会の行事としましては、6
月に東北ブロック会議が本県で開催とな

安斎 昌弘

ります。第 4 回の日本鍼灸師会全国大会
は、10 月 11 日（土）から 12（日）に東
北ブロックとして開催することになりま
した。会場は開催地の宮城県鍼灸師会で
検討中です。また、同大会は、第 42 回東
北鍼灸学会学術大会（岩手県鍼灸師会担
当）の同時共催で実施となります。本会
としても学術事業として取り組み、多く
の先生方がご出席できるような支援策を
考えていきたいと思っています。
新公益社団法人への移行申請手続きに
ついては、12 月より受付が開始されるこ
とはご承知のとおりです。円滑な移行に
向け、役員一同頑張っています。
本会は公益性を持った社団法人であり、
常に県民全てに鍼灸治療を通し、健康と
疾病予防に会員一人一人が携わってきま
した。医師不足といわれる今日、特に小
児科や産婦人科に従事されておられる先
生方は、大変ご苦労されている様子です。
鍼灸治療はこの分野においても手腕を発
揮し、地域の方々へ大きな貢献をされて
いると推察しています。
今年も、本会ならびに鍼灸師の発展の
ため、会員皆様の一層のご支援ならびに
ご協力をくださいますようお願い申し上
げ、年頭のご挨拶といたします。
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知 事 表 彰 を受 賞 して
相談役

平成 19 年度の各種功労者知事表彰で、
保健衛生功労として、平成 19 年 5 月 7 日
（月）県庁で受賞しました。これひとえ
に諸先生及び関係皆様のご厚情ご厚誼の
賜物とお礼申し上げます。
昭和 42 年 8 月入会以来、下記会員略歴
のように、役職を大過なく過ごさせてい
ただきましたのも、諸先生の絶大なるご
理解とご協力の賜物と重ねてお礼申し上
げます。
平成 18 年 6 月 2 日に公布された 3 つの
法律、即ち略称「一般社団・財団法人法」

高橋 秀行

「公益認定法」「整備法」が、平成 20 年
12 月 1 日施行と決まりました。
現在、
（社）日本鍼灸師会理事・総務局
法制部長の立場で、ワーキング・グルー
プの一員として申請に向け、定款改正等
に携わっております。
結びに、本会が新制度に移行して、装
いも新たに「公益社団法人福島県鍼灸師
会」として、また社会の保健衛生に寄与
し、さらなるご隆昌と併せて皆様のご健
勝とご多幸をご祈念いたしましてご挨拶
とさせていただきます。

（社）福島県鍼灸師会 会員略歴
昭和 42 年
8月
入会
45 年
4月
理事・青年部長
48 年
9月
訪中・三重県訪中青年の船
49 年 10 月
第 24 回日本鍼灸治療学会 福島大会 参加者 800 名
50 年
4月
理事・広報部長
51 年 10 月
第 26 回日本鍼灸治療学会 愛知大会
青年部パネルディスカッション パネラー
56 年
3月
第 1 期鍼灸臨床研修指導者講習会（3 月･7 月･11 月の 3 回）
57 年
4月
理事・副会長
9月
東北鍼灸学会理事
59 年
4月
理事・副会長・学術部長
63 年
4月
理事・副会長・総務部長
平成 10 年
5月
理事長・会長就任
12 年
5月
労働大臣表彰
13 年
5月
（社）日本鍼灸師会組織部幹事
9月
東北鍼灸学会副会長就任
15 年
5月
（社）日本鍼灸師会理事Ⅰ期・共済部長
9月
東北鍼灸師会会長会会長・東北ブロック会長就任
17 年
5月
（社）日本鍼灸師会理事Ⅱ期・総務部長
18 年
4月
理事長・会長退任 相談役就任
9月
東北鍼灸師会会長会会長・東北ブロック会長退任
19 年
5月
（社）日本鍼灸師会Ⅲ期・法制部長
5月
知事表彰
9月
東北鍼灸学会副会長退任
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第三回 日鍼会全国大会 in 大阪参加記
青年部

10 月 6 日～7 日に、ホテルグランビア大阪
で開催された、第三回日鍼会全国大会に、
青年部副部長の白井和弥先生と二日間、参
加してまいりました。

竹村 裕

分科会形式は、多くの聴講が可能なので
すが、聴講したい講義が重なっているとき
の選択が難しい事と、人気の講義は部屋に
すら入れないほど人が集まる事が難点です。
今回の全国大会も、臨床実技 1 の日本小児
はり学会のブース、臨床実技 2 のトリガー
ポイント鍼療法、臨床実技 4 の北辰会のブ
ースは、入り口に人があふれ、聴講が困難
でした。

本県からは、高橋相談役、安斎会長、と
4 名の参加でした。
梅田駅直結のホテルの 1 フロアを貸しき
り、6，7 の会場で今回も分科会形式で、開
催されました。
学術講演、専門領域講座、シンポジウム、
WHO 経穴国際標準化会議の報告、特別口演
と、多種にわたる内容で、充実したもので
あったと思います。

今回の全国大会は、其々の講義の内容が面
白く、聴講の選択が難しく、あわただしく
参加してきました。
シンポジュウムⅠの鍼灸医療推進研究会で
4

の討論も興味深い内容で、鍼灸医療の現状、
世界的な鍼灸医療に対する期待、今後の展
望などの話の中で、保険取り扱いの話があ
り、鍼灸業界に、多種多様の治療方がある
中で、本当に業界の現状で、公的保険を取
り扱う医療になり得ているのか？ 健康保
険推進の方向の中で、このような検討も必
要な事だと思いながら聴講してきました。

経営は方法論ではなく、「人」である。
患者さんから頼られる人でなければならな
い。
その為に研鑽を重ね、学会に参加すること
はもちろん、発表の場を持たなければなら
ない。発表のする為には、研究・研鑽しな
ければならないとの話があり、保険局の大
口先生からは、ご自分の鍼灸師に至るまで
の人生、青年時代のお話しがあり、熱いお
話に感銘を受けてまいりました。

今回も、学会に参加することで、日々の臨
床に新たな思いを起すことができ、学術の
研鑽の意味だけではなく、講義の合間や懇
親会などで、他の先生方との情報交換や意
見交換で「頑張らねば！」と奮起させてい
ただく学会参加になりました。
来年開催は宮城県だそうです。
青年部の若手の先生方には、学会参加はよ
い刺激になると思います。

青年部経営講座では、今までの経営講座と
赴きを異とし、学術局の小松先生からは、
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第 27 期鍼灸臨床研修会に参加して
武藤 晴彦
去る 9 月 15 日から 17 日の 3 日間に亘り、
日本鍼灸師会主催、第 27 期鍼灸臨床研修会
が、東京蒲田の日本工学院専門学校 蒲田キ
ャンパス メディカル学棟で開催されまし
た。
本県を代表しまして、この 27 期の研修を
受講させて頂き、まずは、本会会長安斎先
生はじめ、今回の私の研修参加の為にご尽
力頂きました諸先生方、特に何かと適切な
ご教導を賜りました学術部長の三瓶先生に
厚く御礼申し上げます。
今回の研修は、各都道府県鍼灸師会の会
長推薦の受講者が多数と事前に聞いており
ましたので、やや緊張気味での研修のスタ
ートとなりました。

単に臨床経験からの勘に頼って診断するの
ではなく、一定の診断基準に基づいて診
断・加療するという手順を再確認出来た事
は、正に「初心忘れるべからず」と、改め
て警鐘を鳴らしてくれたという意味におい
て、貴重な経験をさせて頂きました。
今回受講させて頂いた研修の感想を、以
下に述べさせて頂きます。
まず、それぞれの専門領域の臨床研講師
指導員の先生方の、長年に亘る臨床経験に

日程は、下記の通り
15 日
開講式・総論、続いて専門領域の肩関節痛
の臨床
16 日
専門領域の膝関節痛の臨床、及び頚上肢痛
の臨床
17 日
専門領域の腰部下肢痛の臨床、そして臨床
研提出のレポートの書き方
上記の様なプログラムで内容の濃い研修で
ありました。

裏打ちされた、学識、技能、人間性には大
変感銘を受けました。指導員の諸先生方の、
鍼灸医療に懸けるその真摯なお姿は、将来、
私にとって目指すべき目標となるという意
味において、啓発させられる事が非常に多
かった様に思います。
次に上記にも触れましたが、肩関節痛・
頸腕痛にせよ、腰痛下肢痛・膝関節痛にせ
よ、またその他諸々我々が日常的に診る患
者の主訴を、一定の診断基準に基づいて診
断し加療することの重要性を再確認できた
事は、非常に有意義な事でありました。更
に、全国各地から参集した受講生と三日間
とはいえ、この研修を通じて交流できた事
は、ともすれば日々の診療は惰性に流れ院

特に上記専門領域の臨床研修で取り上げら
れた各症候群は、我々が日々診療する患者
の主訴としては、とりわけ多い症候群ある
だけに、臨床経験が浅い若い受講生は無論
のこと、浅学の上にただ臨床経験ばかりを
重ねてきただけの私の様な者にも、病態を
6

経営の数字に一喜一憂している、
「井の中の
蛙」に大海を知らしめてくれた事は、すば
らしい体験でありました。受講生の大半は
20 代の若い方々が多く、当然の事ながら、
彼らの真摯にして真剣なる受講の姿勢は、
これからの日本の鍼灸医療の地位向上に大
いなる光明を見た思いをしたと共に、願わ
くは私もその一隅を照らす存在でありたい
と切に感得した次第です。

の日常臨床で診る頻度が増加傾向にある、
これらの精神神経疾患の病態生理の基礎研
修の追加。

いずれにしましても追試可能な学術的デ
ータの蓄積こそが、現代医学が自然科学た
り得るための必須の条件である事は、論を
待たない所であります。鍼灸医療も、今日
の医療体系に、その確固たる地位を確立す
るためには、上記条件を満たす努力が常に
続いて、この研修会を受講して今後の研
求められて来たことも事実です。しかしな
修制度が更なる大きな成果を上げるために、 がら、こと鍼灸の臨床の現場においては、
あくまで私見ではありますが要望等をいく
患者の病態を、可能な限り客観的な診断基
つか列挙してみたいと思います。専門領域
準に基づいて診断し、加療するのは無論の
の研修のあり方は、私の様に資格試験を 20
こと、それに加えて、患者の心の問題を的
年前に受けた者に対しては「初心に還れ」
確に把握する事を疎かにしては、良好な治
という意味で、非常に意義深い内容でした
療結果は多くの場合望めないのも事実であ
が資格取得後間もない受講者にとっては、
るように思えます。
専門領域の講義内容の一部その解剖・病態
生理、及び各種理学的検査所見の取得、更
今後の臨床研修制度において、是非とも
に診断の下し方等については、各々学生の
患者とのコミュニケーション能力を高める
3 年次に習得する講義内容と一致している
試み、また病む者の心の問題にどう関わる
部分が多々あるのではないかと思いました。 のかという観点からのアプローチも、取り
従ってその重複する時間を、実際の日常臨
上げて頂きたいと感じている所でもありま
床にもっと近づいた視点で研修を行うとい
す。
う事も、有意義ではないかと思います。
本臨床研修制度では、履修した証として
受講後に、臨床報告 2 例、予診 3 例のレポ
僭越ではありますが具体的に、以下 2 点
ート提出が義務づけられております。目下、
を挙げておきます。
その作成に悪戦苦闘しておる所でございま
す。終わりになりましたが、諸先生におか
1.受講者同士が、模擬的に患者と治療者の
れましては、今後とも変わらぬご教導を賜
役割を演じるロールプレイングを通して、
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
コミュニケーション能力を高める様な講義
形態の模索。
2.専門領域の講義の中に、東洋医学の真骨
頂である所謂「病態を診るより、病人を診
る」という観点からの、患者のメンタルケ
ア及び、鬱病・神経症・高次脳機能障害等
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第４１回東北鍼灸学会参加記
学術部

三瓶 真一

今年で 41 回を数える東北鍼灸学会（青

八戸まではまだまだ先があるので、膝

森大会）に参加して来ました。その内容

を交えて発表の打ち合わせ。車窓からは

を書きたいと思います。

盛岡の街並み。

東北鍼灸学会は、今年で 41 回を数える
歴史ある鍼灸の学会です。
日本でも、地方の鍼灸師が集まってこ
のように開催する学会というのは非常に
珍しく、これまでこの学会を継続して開
催して来られたのも、ひとえに先輩たち
の功績によるものと思います。

八戸に到着後は、会場である第二ワシ
ントンホテルまでタクシーで行きました。
約 20 年前にバイクのツーリングで立ち寄
った JR 八戸駅前は建物・人家もまばらで
非常に寂しいところだと感じましたが、
着いてみてびっくり。飲食店やホテルの
建ち並ぶ整然とした街並みに変わってい
学会の会場は青森県八戸市。郡山市か

ました。
（八戸市は規模から言えば郡山市

ら参加する鈴木悠仁先生、いわきから参

と同じくらいの人口 30 万人の地方都市で、

加される竹村裕先生と道中で落ち合い、

繁華街は『本八戸』駅を中心ににぎわっ

八戸行き新幹線『はやて 7 号』にて一路

ているようです）

八戸を目指します。天気はあいにくの曇
り模様。それでも車窓からは栗駒の山々
が見えます。
一般症例発表では鈴木先生、私は専門
領域研修での発表があり、いわきからの
竹村先生は両席の発表について座長をつ
とめます。
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ホテル到着後、まずは中華料理でラン

山形県鍼灸師会

森

輝彦先生

チ。ここでも座長の竹村先生と打ち合わ
せ。私がオーダーした『中華定食 1,200

5 席の専門領域研修の後は、2 席の一般

円』には、こんなお見事なデザートが付

症例発表がありました。

いていました。杏仁豆腐のパフェといっ
た感じで、パチパチとはぜる花火付き。

第六席

乳房痛の三症例

テーブルに運ばれてきたときには固まり

岩手県鍼灸師会

熊谷弘樹先生

ました（汗）

乳房の治療を言うのは、鍼灸院ではあ
まり扱うことのない症例ではある。熊谷

昼食後はホテルに戻り、受付をすませ

先生の三症例では、『珍しいから発表し

てから学会会場へ乗り込みました。通常

た』とはじめに話していたが、乳房痛が

これまでの学会ですと、一般症例発表が

珍しいのではなく、三症例とも乳房痛に

東北各県の先生から 1～2 例ずつ。合計で

合併して手の中指に腱鞘炎のような痛み

10 例くらいがあって、翌日に大会特別講

を伴う異常があったというもの。

演として、著名な医師・鍼灸師・大学教

治療を行い、乳房痛が改善してゆくと

授などの先生による講演があります。

三症例とも中指の異常も次第になくなっ

今年は少々変わっていて、
『専門領域研

てきたという。

修』と名付けられた一種の講習会と、2
題のみの一般口演が学会の内容でした。

第七席

不眠に対する鍼灸治療の症例

福島県鍼灸師会
◆ 第一日目

９月１６日（日）

座長

鈴木悠仁先生

福島県鍼灸師会

竹村

裕先生

開会式が終わり、第 2 席目で早くも私
の発表となりました。持ち時間は 45 分と
長丁場ですが作ったスライドの枚数は 50
枚。持ち時間をオーバーしてしまいまし
た。
第一席

膝痛

青森県鍼灸師会
第二席

腰痛

福島県鍼灸師会
第三席

橋本博明先生
三瓶真一

郡山市から参加された鈴木先生の発表

頚・上肢痛

宮城県鍼灸師会

は、不眠症に対する鍼灸治療の症例でし
樋口秀吉先生（代理）

た。

第四席
秋田県鍼灸師会

中医学治療によるアプローチでの症例
栗林俊夫先生

は、一人の患者さんを長く観察したもの

第五席

で、まさに開業鍼灸院ならではの症例発
9

表と言えるでしょう。

以前は母体内の胎児は頭が上になって
いるのが正常と考えられていました。そ
れを香月玄悦が、
『妊娠 5 ヶ月を過ぎると、
頭が下になるのが正常である』、と産論の
中で説いたものです。
実際に、香月玄悦による逆子の発見は、
1750 年（寛永 3 年）とも言われており、
ほとんど同じ時期に、海外ではアメリカ
の産婦人科医・ウイリアム・スメリーも
正常な妊娠であれば 5 ヶ月以降は胎児は

こちらは、座長役の竹村先生。私の出

頭が下になる、と発表しています。

番の時も座長を務めて頂きました。座長
の任務は、スムーズな発表が行えるよう
に座を仕切ったり、また質疑応答の時の
質問の採択を行ったりする、重要なお仕
事です。
学術プログラムの後は懇親会となるの
ですが、この日は中学の時の同級生で、
現在八戸に在住の友人とホテルの日本食
レストランで会食をしました。当初、友

香川玄悦（1770 年～1770 年）による逆

人だけが来るものと思っていたら、なん

子の発見は世界では初めてのもので、難

とご近所さん３人もいらっしゃいまして、

産児の出産について触れている『子玄子

大変盛り上がりました。

産論』は、シーボルトによってヨーロッ
パ医学会に紹介されたそうです。

◆ 第二日目
大会特別講演

９月１７日（月）
『産婦人科領域の鍼灸治

＜文献紹介＞

療』

逆子は鍼灸が大変よい効果があり、そ

筑波技術大学教授 形井秀一先生

の究明も進んできているようです。形井

筑波技術大学・鍼灸学専攻の形井教授

先生の講演では、逆子の治効理論にも触

からは、本邦の産婦人科領域における鍼

れられていました。

灸の歴史から、また逆子（さかご・骨盤
位）の治癒に関する研究の一部をお話し

主な文献紹介は下記の通り。

頂きました。

高橋佳代

江戸時代の頃、香月玄悦が著した『産

『骨盤位矯正における温灸刺激の効果

論（全 4 巻,1765 年）』に、
『背面倒首』と

について』

言う言葉が出てきます。

東京女子医大誌 1995.5(10)801-7
10

マイクロ波照射による、治療前、治療
・実験と結果

後の臍帯動脈、左右子宮動脈の血流抵

至陰穴に温灸後、胎動が有意に増加し、

抗値の測定。

施灸後 15 分で減少してきた。超音波ドッ

・ 臍体動脈、子宮動脈とも抵抗値は治療

プラーにて、子宮動脈（UtA）
、臍帯動脈

後 10～30 分まで有意に低下。
（子宮へ

（UmA）の血管抵抗を調べてみると、施灸

の血流量が増えたことを示唆する）

後が有意に低下している。

・ 母胎の血液循環動態には変化がなか

・ 考察

った。

灸による子宮循環抵抗の低下は、子宮
筋のトーヌスの低下を起こし、子宮筋の

フランシスコ・ガルディーニ

弛緩は胎動を容易にさせた。

『骨盤位矯正に対する灸の効果』
JAMA(米国医師会雑誌)1998;280(18):1580-4

佐藤優子（筑波大学生理学教授）らの研

・ 左右の至陰に、15 分ずつ棒灸を行う。

究

・ 結果、胎動回数が増加（35.35→48.45）
頭位回転数も増加（62/130→98/130）

J.Auton.Nerve.Syst.1996;59;151-1558.1996

麻酔ラットを用い、
１）遠心性神経刺激による子宮血流の変

＜実技披露＞

化を調べ、
・ 下腹神経遠心路刺激（交感神経刺激）
→子宮血流は平常時の 70%へ（減少す
る＝胎児には悪影響）
・ 骨盤神経遠心路刺激（副交感神経刺
激）
→子宮血流は平常時の 125%へ（増加する）
２）体性感覚神経刺激
・ 仙髄支配領域への皮膚への機械的刺
激は、副交感神経→分節性脊髄反射に

講演の終わりには、形井先生よる実技

より、子宮の血流を増加させる。

の披露もありました。

釜付弘志

実りある学会を終え、八戸からまた新

『切迫早産患者に対する灸療法の有用性

幹線に乗りますが、時間があるので駅前

について』

の海鮮料理屋でランチをとります。写真

日本東洋医学雑誌 1995;45(4)849-58

はわかりにくいですがホヤです。生け簀

・ 妊娠 24 週以降の切迫早産患者に対し、

で活きていた活きの良いもので、違和感

至陰への棒灸、湧泉・三陰交へのワン

なく？私も 2 切れ食べてみました。

タッチ灸（当院で勧めているお灸？）、
11

八戸発 13 時 20 分のはやて 82 号（臨時）。
八戸駅はまだ真新しい建物で、大変清潔

以上、実りある二日間のご報告をいたし

な感じです。

ます。

青森県というと果てしなく遠いという
イメージがありますが、この時間に新幹
線に乗れば、5 時前には自宅に着いてしま
います。
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第４１回東北鍼灸学会学術大会はちのへ大会へ
発表させていただいて
鈴木 悠仁
平成 19 年 9 月 16・17 日八戸市において
開催された東北鍼灸学術大会に三瓶先生の
ご推薦により発表させていただきました。
と、いうと聞こえはいいですが、実はいつ
推薦していただいたのか、覚えていません、
飲み会の席で「発表して」
「いいよ」てな会
話があったような気がしないでもない
が・・・ まあ私のようなもんに、お声を
かけていただけるだけでも、ありがたいか
なっと思い発表させていただきました。
郡山駅で三瓶先生と、仙台駅で竹村先生
と合流し、打ち合わせやら世間話をしなが
ら八戸へ、八戸といえば名物のホヤ、とこ
ろが三瓶、竹村両先生ともホヤが苦手とき
た「人間の食い物じゃねぇ」などといって
おりました、うちの 4 歳の息子ですらバク
バク食べているのに・・・治療師としても
人間的にも尊敬に値する 2 人だが味覚は信
用すまい、と、思った。
会場に着くと、東北各地の先生方や、学
生さんの熱気ムンムンで興味深い発表の
数々にいつしか惹きこまれ、と、ならなけ
ればいけないのでしょうが、あまり会場に
はいませんでした、なにしろ八戸到着 12 時、
発表が 18 時 20 分、6 時間 20 分なにしてよ
う・・・・・ 勉強しろよ、との声が聞こ
えてきそうですが、まずホテルの部屋で一
休みしたが、このままでは寝過ごしてしま
いそうなので、会場の外で旧知の先生や初
対面の先生と話しながら時間を過ごしてい
るうちに発表時間、緊張というより待ち時
間が長すぎて、ダラけ気味、まあ最後の発
表だし会場もダラけ気味だろうと思いきや、
皆さん真剣に聴いていらっしゃる、自分の
不真面目な態度を反省しつつ発表させてい
ただきました。
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発表も無事終え、たいした質問もなく、
ヤレヤレと壇上を降りると、仙台の浦山先
生と竹村先生から 2．3 鋭いつっこみが、も
し壇上でつっこまれていたら、しどろもど
ろだったかも、公衆の面前で恥をかかせな
いでくれて、仲間というのはありがたい。
懇親会、二次会と美味しい八戸の味覚を
堪能しつつ、普段なかなか会えない先生方
とゆっくりお話をさせていただきました。
翌日は朝から、ホテルの部屋で、何人か
の先生と、学生さんを交えてお互いに治療、
けっこう私は学会に出席すると治療をして
いただくことにしています、調子悪いとお
願いすると治療してくださる先生は多いで
す、皆さん治療がすきなんだなと思います。
私のように座ってお勉強するのが苦手な
人間にとって、治療していただくことは、
かなり勉強になります、全国いろいろな先
生に治療していただきました、上手い先生
や効く先生などは、私ごときがいえる分際
ではないので措きますが、気持ち良かった
鍼は八戸の鐘居先生、ふわっときて、じわ
っと沁みる感じ、あんな鍼を打ちたいと思
うが、なかなか上手くいかない。逆に某上
手な先生は痛かった「先生痛いです」とい
うと「鍼刺しているからねぇ」といわれた、
そりゃそうだ、症状は一発で良くなりまし
た。
こうゆう学会参加の意義もあるというこ
とで。
帰りは記録的な豪雨、なんとか影響もう
けず無事帰宅しました。

公益法人制度改革について
― 公益社団法人への移行 ―
総務部
平成 19 年 10 月 15 日、郡山ユラックス
熱海にて、総務省大臣官房管理室公益法
人行政推進室の参事官補が公益法人制度
改革に関する説明会をおこないました。
本会からは、総務部長の私と生江副総務
部長が参加し、情報を収集してきました。
公益法人制度改革の経緯として、昨年 6
月 2 日に関係 3 法の交付、今年に入り 4

中沢 良平

月 1 日には公益認定等委員会の設置、4 月
2 日の第 1 回会合（政令・府令の諮問）
、6
月 15 日答申（内閣総理大臣に提出）があ
り、着実に改革に向け推進している様子
がわかりました。

＜公益法人制度改革の経緯・スケジュール＞
平成 18 年度
6 月 2 日 関係 3 法の公布
平成 19 年度
4 月 1 日 公益認定等委員会の設置
4 月 2 日 第 1 回会合（政令・府令の諮問）
6 月 15 日 答申（内閣総理大臣に提出）
9 月 7 日 政令・府令の交付
公益認定委員会による制度運用指針の検討開始
都道府県合議制機関の設置開始
12 月 頃

平成 20 年度税制改正案の内容決定

平成 20 年度
12 月 1 日 新制度の施行
↓
平成 25 年度

移行期間（5 年間）

移行期間の終了（移行申請の提出期限）

現在、福島県鍼灸師会では新公益法人

グを取りたいと計画しています。

に準拠した会計基準の科目に変更したり、

これから総務省等からチェックリスト

新定款作成に向け、情報を収集したりし

の発表がある予定となっていますが、ス

て準備を進めています。

ムーズに移行できるよう努力していきま

また、新制度での役員選出に向けても

すので、引き続き新公益法人制度へのご

調整をしており、日本鍼灸師会の新公益

理解とご協力をお願いいたします

法人への移行と合わせながら、タイミン
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平成１９年度学術講習会ご報告
学術部
平成 19 年度の学術講習会は、4 月の総

経営の新しいコンセプト

（有）インペ

会の日の午後に開催された『うつ病につ

リアルプラン

いて 太田西ノ内病院精神科部長 渡辺

すべて予定通り終了しました。参加され

実先生』、7 月の『ＷＨＯ標準化会議の概

た先生方、またご準備に奔走された先生

要と注目経穴

方、大変お疲れ様でした。

第二次日本経穴委員会作

業部会委員 浦山 久嗣先生』、
『腹症と鍼
灸臨床

代表

三瓶 真一

粒来 和正先生』と、

今年度より、春・夏・冬の三回の定期

筑波技術大学鍼灸学科非常勤講

講習会をすべて受講された先生には、本

師 松本弘巳先生』、11 月の『頸椎疾患に

会会長名で修了証を交付することとなり

よる神経障害と内視鏡視下手術

ました。19 年度は下記の先生方が修了証

福島県

立医科大学整形外科学准教授 矢吹省司

授与の対象となります。

先生』、青年部と共催の経営講座『鍼灸院
敬称略
安齋昌弘

遠藤賢一

樫村由美子

熊谷

博

小池雅彦

佐藤佳代子

佐藤今一

三瓶真一

鈴木暢弘

竹村

竹本利光

田中宗次郎

田辺ミサ

粒来和正

中沢良平

永山剛士

橋本修一

平間久美子

武藤晴彦

村上文子

矢吹 淳

山内隆一

片平好晃

裕

上記の先生方への修了証の授与は、平成 20 年度総会時となります。修了証の郵送はし
ませんので、必ず総会に出席されるようお願い申し上げます。
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(社) 福島県鍼灸師会スポーツ治療チーム活動報告
スポーツ治療チーム事務局
「(社) 福島県鍼灸師会 スポーツ治療チー
ム」（以下、スポーツ治療チームと略す。）
は、4 月 29 日(昭和の日)に、郡山市開成山
陸上競技場で開催されました「第 14 回 郡
山シティーマラソン大会」において、ボラ
ンティアという形で参加し、治療活動をし
てまいりました。この活動は、今年で 13
年間連続の活動となります。
今回は、スポーツ治療チームの活動が、
どのようなものであったのか、昨年より具
体的に、ご報告いたします。

◆

収 容 人 員
延べ人数

◆

遠藤 賢一

計 123 名
[男：84 名

年 齢 構 成
11 歳～71 歳

◆

症

状

( 重複回答 )

・筋肉疲労
・筋肉痛
・関節痛
・肉離れ
・捻挫
・打撲
・痙攣
・擦過傷
・その他

60 名
57 名
33 名
6名
3名
2名
2名
1名
3名

＊その他の内訳
：坐骨神経痛が疑われたもの 2 名
：梨状筋症候群が疑われたもの1 名

第 14 回 郡山シティーマラソン大会
救護処置報告書
◆
◆

女：39 名]

治 療 部 位

( 重複回答 )

治 療 時 間
・顔面頭部
・頚肩背部
・腰臀部
・上肢
・下肢

午前 8 時 30 分～午後１時
：トレーナールーム設営開始時間
午前 8 時
：撤収完了時間
午後 1 時 30 分
：会場使用時間
約 5 時間 30 分
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5名
32 名
45 名
2名
95 名

◆

処 置 内 容

( 重複回答 )

◆

・スポーツはり治療
45 名
・スポーツマッサージ治療 97 名
・テーピング
7名
・ストレッチ
1名
・アイシング
3名
今回の参加者 ( 敬称略 ・順不同 )

・チーム キャプテン ： 安斎昌弘
・チーム メンバー
【 いわき地区 】
永山剛士、粒来和正、竹村 裕

毎年のことですが、スポーツ治療チーム
は、カナケンさんや会員の先生方、学生ボ
ランティア、そして、家族の方のご協力に
よって支えられております。この活動が、
少しでも「鍼灸普及」と「組織拡大」に役
立つことを願って、これからも歩んで行き
たいと考えておりますので、ご支援、ご指
導、よろしくお願い申し上げます。

【 会津地区 】
小沼慎介、山内隆一
【 県南地区 】
熊谷 博、白井和弥、三瓶真一、
佐藤今一
【 県北地区 】
矢吹 淳

今年も、

【 県中地区 】
樫村由美子、鈴木悠仁、生江 毅、
田中宗次郎、中沢良平、遠藤賢一

＊ 以上、ご報告いたします。
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“継続は、力なり”

編集後記
今回も無事会報を発行することができま
した。これも、記事を投稿してくださった
先生やこちらからの依頼をこころよくお受
け頂き、原稿を書いてくださった先生方の
おかげだと感謝しております。この場をお
借りして謝意を表させていただきます。
前回こちらにミミズを箱の中で飼い、エ
コロジカルな生ゴミ処理をしたいと書いた
がまだ実現していません。しかし、環境問
題への関心はまだ冷めておらず、今年は積
極的にプラゴミや古紙の分別をするように
なりました。リサイクルするのだからゴミ
ではなく、資源なのですね。少しでもゴミ
を減らし、地球温暖化にブレーキをかけ健
康な地球を次の世代に残したいと思ってい
ます。（Y）
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