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新年のごあいさつ

一般社団法人福島県鍼灸師会
会長（代表理事）

三瓶 真一

新年を迎えまして、おめでとうございます。
また本会事業にご理解を賜り、誠にありがとうございます。
昨年は、あはき法施行 70 周年を迎え、11 月には東京にて記念式典が挙行されまし
た。本会からは前会長の中沢良平先生が、永年の功績により厚生労働大臣表彰を受賞され
ました。本会会員としてとても嬉しいものです。誠におめでとうございます。
さて、昨年の日本鍼灸師会全国大会大阪大会では、自由民主党の片山さつき議員の講座
があり、その中で同党の政策集に鍼灸の受療拡大を推進することを記載したという報告が
ありました。国の政策として、国民の健康増進に鍼灸を広く利用しやすくする、というこ
とです。また平成 30 年度に実施される療養費の受領委任払い制度について、厚生労働省
保健局の実施担当者である矢田貝氏の講座がありました。その中で『鍼灸が正式に受領委
任制度に移行するということは、あらためて国民医療として認められた』と説明がありま
した。あはき法が施行され 70 年、先人のご努力に改めて感謝する次第です。
片山議員、矢田貝氏の話を両方聴いていると、社会保障費の増大防止に、国民が各個人
の資産を使って健康維持していただく、という意図を感じたのは私だけでしょうか。鍼灸
が国民医療と認められる一方、『適正化』の名の下で、今後は療養費の伸びは期待できな
いものになるかもしれません。矢田貝氏の『絶対に柔整と同じにはしない』という妙に力
のこもった一言が心に残っています。
世界に目を向けましては、今年の WHO の国際疾病分類（現在の最新は第 10 版：
ICD-10）の改訂作業で、ICD-11 が採択されることになります。その第 27 章に鍼灸を
含む伝統医学での疾病分類が収載される見通しです。1900 年に国際統計協会より第 1
回国際死因分類（ICD-1）が採択され、10 年に一度改訂されている ICD 約 120 年の歴
史の中でも、画期的な出来事となります。
このようなめまぐるしく変わっていく国内外の情勢の中、本会では今後も学術講習会、
広報活動、ボランティア活動などの事業を積極的に行い、このような変化する時代に対応
できる会員育成を目指します。その上で、広く県民の皆様の厚生福祉の向上を目指したい
と存じますので、引き続き本会事業にご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
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気持ちを新たに思うこと
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

皆様、明けましておめでとうございます。
たった一夜が過ぎただけで、大晦日と元旦では周囲の空気が一変して感じられます。物
理的な変化はないように思うのですが、不思議なことです。空気を感じる自分の気持ちが
変わるからでしょう。
鍼灸を「はりきゅう」というのか、「しんきゅう」とするのか、また「鍼」か「針」か、
そんな話を聞いたことがあります。半ば冗談にもみえますが、実は本気を含んだ大切な発
言なのかとも思います。言葉は大事で、読み方や漢字、表現によって感じ方が異なること
があります。専門家の皆様はどうお考えでしょうか？
鍼灸は正当な医学であり医療で、診断と施術は真の意味で医療行為です。しかし、わが
国の現行法上では医療類似行為とされています。この場合、言葉の違いは本質の認識にま
で影響を及ぼしています。自らを補完代替医療の一員と考える斯界の方々、特に学生教育
に当たっている鍼灸指導者が多いとなると、これは単に建前と気持ちの問題では済まされ
ません。西洋医学の立場から鍼灸をみれば鍼灸は補完代替医療でしょうが、鍼灸の専門家
からみれば西洋医学こそ補完代替医療です。鍼灸だけでは間に合わない場合に、西洋医学
も毛嫌いせずに動員すればよいのです。私は、漢方のもう一つの分野である湯液を中心に
診療している立場ですが、診療中に漢方薬治療が補完代替医療だと思ったことはありませ
ん。私の漢方における臨床力が及ばないとき、西洋医学を以って補完しているだけです。
法律上の「類似」に本質がゆがめられないことが必要です。
各々が自我を確立し、自らを真剣に捉えなければ、助け合いや協力関係は成り立ちませ
ん。西洋医学中心の現代医療の中で伝統医学を活かすためには、伝統医学の側が医療現場
で自らの立場を中心に西洋医学を捉えてこそ、両者の真の協調や融和が可能になります。
例えば、過疎化と高齢化の問題を抱える現在の医療環境において、漢方（鍼灸と湯液）と
くに鍼灸が地域医療を担うといった覚悟が必要です。
元旦のさわやかな気持ちの中で、しっかり前を見据えて覚悟を固めたいものです。
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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存じます。
先の東日本大震災から 7 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」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、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、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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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等法制定
70 周年記念の集いに参加して

相談役

瑞気祥雲
東京の東雲に林立する高層ビルの窓に映
る 11 月 5 日の空は青く、見上げると秋
特有の白い雲が細くたなびいていた。
ビルから吹き下ろされる風もなく、あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等
法制定 70 周年記念式典が開催される東京
有明医療大学に吸い込まれるように入って

中沢 良平

少なかったので、新鮮な驚きを覚えながら
今まで「地域・家庭医療としての鍼灸」の
普及をしてきた者として、うれしさを感じ
た。そして、これからも鍼灸師として地域
医療にかかわることを誇りに思う一瞬でも
あり、推進していかなければという気持ち
がわき上がってきた。

第 1 部 式典
主催者代表のあいさつの後、厚生労働大
臣の加藤勝信氏のあいさつが披露された。
昭和 22 年の制定以降、法の本質を変える
ことなく今後の法律の理念を尊重していく
ことを表明され、このたびの業務功労者と
して厚生労働大臣表彰を受賞される者に祝
辞が述べられた。
顕彰では厚生労働大臣表彰受賞者 88 名
の名簿が配られており、その中の 1 名に
名を連ねられたことを見て福島県鍼灸師会
会員の顔が思い浮かび、一緒に受賞する気
持ちとなり臨んだ。
来賓からの祝辞や祝電では、「鍼灸によ
る地域医療」という言葉が多く聞かれた。

第 2 部 シンポジウム
シンポジウムのテーマは「あはき法の過
去・現在・未来」で、座長は、全日本鍼灸
学会顧問の後藤修司氏であった。シンポジ
ストには、元参議院議員の阿部正俊氏、元
厚生労働大臣の田村憲久氏、生物多様性条
約の普及啓発活動にかかわった東京農業大
学客員教授の森岡一氏、全盲弁護士で日本
盲人会連合会会長の竹下義樹氏の 4 名で
あった。進行の基本的な考えとして、国家
試験制度に移行した原点を再認識し、国民
のためにどのような働き方ができるのか、
現状の医療制度の中での問題点や改善点か
ら、これから何をするべきなのかの議論が
展開された。
阿部正俊氏からは、平成 3 年におこな
われた、あはき等法改正の実務者の立場か
ら当時のエピソードが披露された。都道府
県知事免許から東洋療法研修試験財団の管
轄に至るまでの免許証制度と新たに始まっ
た携帯保有証に及んだ。座長の後藤氏よ
り、携帯保有証に内蔵されているチップは
履修歴を記憶することが可能であり、やが

今まで鍼灸と地域医療について聞く機会が

ては履修状況により同じ有資格者でもでき

いった。この式典事業は、あん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法
律推進協議会、いわゆる、あはき法推進協
議会の実行委員会によって運営された。
プログラムは 3 部構成となっており、
第 1 部として式典、第 2 部にシンポジウ
ム、第 3 部が祝宴であった。
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ることの差が生じることが話された。

ら白タクを認めたり、髪を切る技術がある
から無資格美容師が許されるわけではな
い。人体に被害を及ぼさない範囲だからと
医業類似行為を許されては、何のための国
家資格かわからない。国家資格を持たない
者が医業類似行為をするのは、法治国家と
して問題であることが再認識される。さら
に同氏は、この大法廷判決を覆す必要があ
ることを力説されていた。
各氏 15 分の講演の後、不足部分につい
て追加で話が出されたが、当初は記念式典
の形式的なものと思っていたが、聴講する
につけて内容の大きさと重大さに引き込ま
れ、気づくと身を乗り出す自分がいた。

田村憲久氏からは、次年度より実施され
る受領委任払いについて話が出た。また、
地域包括ケアシステムにおいて、鍼灸師も
参加するよう呼びかけもあった。受領委任
払いは今後審査機能が強化される広がりを
見せるだろうが、大切な制度なので不正を
しないよう注意喚起があった。個人的に興
味を引いたのは、鍼灸の自由診療を大事に
してほしいというもので、この点について
は大変共感をするところして傾聴した。
「世界情勢における鍼灸の国際標準化、
利益競争の現状を知ろう -無関心から脱却
するためのプロローグ-」という特集が
『医道の日本』（2017 年 6 月号）で組ま
れた。その座談会のメンバーとして森岡一
氏がいた。内容についてはこの稿で現すの
は難しいが、無関心から脱却する必要と日
本鍼灸を守るために「日本伝統医学推進基
本法」の制定に触れた。70 年の間に国際
化が進み、国内身分法の問題では対応でき
ないことが伝わってきた。
竹下義樹氏は、弁護士の立場から「医業
類似行為の禁止 最高裁昭和 35 年 1 月
27 日大法廷判決」の資料を会場に配り発
言した。たとえの話だったが、ここ数日社
会問題となっている日産やスバルの無資格
者による最終検査を引き合いに出し、事故
がないから無資格者でもいいという論点は

ふと隣を見ると、東日本大震災での災害
鍼灸ケアやプライマリ・ケアとしての鍼灸
の活動を供にしている和歌山県鍼灸師会会
長の萩野利赴氏の真剣なまなざしがあっ
た。同じ思いを抱く仲間がいる絆と安堵の
気持ちが広がった。
まずは「等」の文言の削除を目指して
今回の記念式典に参加し、身分法への自
分の思いも記してみたい。
戦前までは「鍼術灸術営業取締規則」と
「按摩術営業取締規則」と二つの別々の法
律だった（柔道整復師は当初按摩営業取締
規則に含まれていた）。終戦を迎え、按摩
と鍼灸そして柔道整復の資格が一つの法律
にくくられ、その中に合法的な医業類似行

ないと強調した。確かに、運転が上手だか

為者も「等」という表記で隠された。保健
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所に届け出た合法的な医業類似行為者、い
わゆる療術師は、今、生存していたとして
も 100 歳前後だろうし、生業としている
か疑問がある。いずれ生物学的にも生存せ
ず、今のあはき等法から「等」の文言を削
除する意見が出てきてもおかしくないし、
現に進行しているマッサージの学校新設に
ついての裁判でもこのことに触れられてい
る。合法的な療術師の生存が否定される
時、我々はどのような対応を取るべきなの
だろうか。まずは「等」の文言を削除し、
我が国では合法的な医業類似行為者は法律
的に生存しないことの宣言も考えられる。

「医育統一」の考えは参考とならないだろ
うか。医師は以前、専門学校や医学校、大
学医学部のいずれかを卒業しても医師にな
れたが、その後大学医学部を卒業しないと
国家試験が受けられなくなった。現行の鍼
灸師教育制度では、理療科、専門学校、鍼
灸大学のいずれかを卒業すれば国家試験を
受けられる。マッサージ師に先行して鍼灸
師版医育統一は必要ないだろうか。
今回の式典では、「国民のための伝統医
療としての鍼灸マッサージ」というフレー
ズも多く聞かれた。免許制度や教育制度な
ど、国民の健康福祉のため、そうした政策
がとられた経緯が示された。また、国内だ
けではなく、ISO などの海外からの問題が
入ってくることも示された。
日本の伝統医療としての鍼灸が、これか
らさらに安価で安心安全な医療として国民
に提供されるにはどうしたらいいのか。そ
の試案として、戦前のような二つの法律の
姿に戻し、それぞれの特長を伸ばすことも
検討してもいいのではないかと思う。
合法的な療術師の生存が否定される時代
を迎えるにあたり、国家資格のない医業類
似行為を蔓延させることは、果たして国民
にとって有益なのか、そうした視点で議論
が進むことを期待したい。

一業種一法律への試案は
今の法律は「鍼術灸術営業取締規則」と
「按摩術営業取締規則」を合わせたため、
不整合と思われる箇所がいくつかある。
例えば、第 5 条の「あん摩マッサージ
指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱
臼又は骨折の施術をしてはならない」は、
鍼灸師には関係ない。また、第 6 条の
「はり師は、はりを施そうとするときは、
はり、手指及び施術の局部を消毒しなけれ
ばならない」は、マッサージ師には関係な
い。二つの法律を合わせたための不整合と
いえないだろうか。
特に裁判の対象となっている第 19 条
は、按摩術の高等教育化の妨げになってい
ないかの検討も必要と感じる。鍼灸師は、
この条文により多くの専門学校ができ、弊
害と感じる時もあるが、一方、鍼灸の高等
教育化として鍼灸大学も多く設立された。
いずれ、すべての鍼灸養成施設は 4 年制
専門学校や 4 年制大学へ移行してほしい
と願っているが、按摩術については 4 年
制高等教育化の検討がされているかどうか
はわからないが、議論は必要だと思う。

回帰
「法制度発足から 70 年経過し実情に合わ
ない法律になりつつある。」という趣旨の
発言もあり、我々は法制度の分岐点の中に
立っていることが理解できる。
祝宴を終え、ビルの谷間から帰路につく
足は、道を誤っていないかと向かった。

さらに話を進めれば、医師教育の歴史の
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第 13 回 日鍼会全国大会大阪大会 参加記

会長

今年で 13 回目を数える日鍼会全国大会
も大阪での開催となり、大会名も『大大阪
（だいおおさか）フェス』と銘を打ち、サ
ブテーマは「伝統医療の振興」とあった。
第一回は浜松市で開催され、もともとは
日鍼会学術大会と日青全国集会を合同で開
催することから始まったイベントである。
日青全国集会とは、日本鍼灸師会青年部
の全国集会で、17 年前、わが郡山市で第
47 回を開催したことがある。

三瓶 真一

一度集まることで、全国大会での動員数を
確保する狙いもあるとか。3 時間超の会議
は全国学術部長会議のほか、青年部長、組
織・共済部長、保険部長会議などがあり、
体が一つではすべてに参加できないので、
学術部長会議だけ出席した。

10 月 8 日、大会一日目
実は私の 52 歳の誕生日。
福島空港より朝一番の全日空機で大阪・
伊丹空港を目指す。富士山が良く見える左
側の窓側の席を予約しておいた。

快適な空の旅を楽しみながら、伊丹空港
に着いた。モノレールと私鉄を乗り継ぎ、
会場であるマイドームおおさかに着いた。
この日は、午前中から 3 時間の全国学
術部長会議をはじめ、各部の会議があっ

今年度から、日鍼会研修事業担当・業務
執行理事として小川卓良先生が学術の長に
就任した。全国師会の学術活動状況の報告
のほか、質疑に対する本部の回答などが例
年通りあったが、会員数減少に対する本質
的な日鍼会の取り組み、また学術としてど
のように今後会員に対するサービスを展開
するか、忌憚のない意見を徹底的に出して
ほしい、という内容の会議であった。すで
に廃止する（方向性を変えて存続とは言っ
ていたが）ことで進んでいた、鍼灸臨床研
修会について、地方の師会としては学術活
動を展開するための人材育成として非常に

た。東京で開催せず、日鍼会大会と合わせ
て部長会議を行う事は、だいたいにおいて

重視しており、以前は鍼灸臨床研修指導者
研修会と言っていた、特別な幹部講習会で

評判が良くないようだ。日鍼会しては年に

あったはずである。今後もぜひ存続してほ
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しいことを訴えると、同様の意見が他の師
会からも出た。後日臨床研の講師から聞い
た話では今後も鍼灸臨床研修会は存続する
ことで決着したそうだ。ほか、他の師会の
意見、それに対する日鍼会本部（学術）か
らの回答など多数あったが、業界・団体の
雰囲気として斜陽感をうっすら覚えた。

た。年に一回だけど、今年もいい大会だ。

たこ焼きも食べ、メイン会場の今大会メ
インのシンポジウムを拝聴する。
「一億総活躍時代の実現に向けて」は、参
議院議員・片山さつき氏。「統合医療の未
来―医療モデルとしての医育機関の役割」
は大阪がん循環器予防センター所長・伊藤
壽記氏。「社会モデルとしての統合医療」
は未来工学研究所・小野直哉氏が各講演を
行った。仲野日鍼会会長が座長として進行
し、まとめを行うシンポジウムは、まさに
立錐の余地もないくらいの会場であった。

長い長い会議の後、メイン会場に入って
みた。メイン会場では今後の鍼灸業界の情
勢をうかがえる、自民党・片山さつき議員
などの特別公開講座がある。ところが、メ
イン会場前で大阪名物のたこ焼きのブース
で引っかかってしまった。食い倒れの街大
阪である。無料・食べ放題のたこ焼きだ。
大阪府鍼灸師会の有志たちが軍手を付けて
火傷防止をしながら、香ばしいソースの香
りを振りまいていた。どれ一つ頂こうか。
1 パック 5 個入ったアツアツのたこ焼
きを食べてみた。中がトロトロで最高に美
味しかった。たこ焼きに対する印象がいっ
ぺんで変わった。京都から参加した親友の
中村先生は、大会 1 日目で 5 パック食べ
たと後で言っていた。17 年前、郡山で日
青全国集会を開催した際、また一昨年第
64 回全日本鍼灸学会を開催した時、一番
大切にしたものは参加者への気配りだっ
た。この大会でも、遠路からの参加者をも

おりしも衆議院議員選挙真っただ中。この
壇上の片山議員から、鍼灸の受療率を向上
させる政策をとることを自民党の政策集に
記載した、と報告があった。片山氏は自民
党の「一億総活躍推進本部」の事務局長に

てなそうという心配りをとても強く感じ

就任し、鍼灸をこの政策に取り入れられる
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閣議決定に盛り込んだことは 5 月の代議
員総会につづく日本鍼灸師連盟総会で知っ
た。未病の段階で成人病や認知症のリスク
を明確にして対応していきたい、と政治家
らしく歯切れよく話していた。しかし、こ
の政策集作成の直前に、柔整の某団体は 1
億円を自民党に政治献金し、そのため政策
集での柔整の部分は細かく盛り込まれたと
いう。わが鍼灸団体は、こうした力は依然
として振るえていない。
この日は、その後知己のある先生と会場
でお互いの近況を語り、懇親会に臨んだ。
大会二日目 10 月 9 日
昨夜は関西らしく？暴走族のバイクの爆
音とパトカーの追跡するサイレン音でほと
んど眠れず。安ホテルに泊まるとこういう
事もあると再学習した。
会場に入り、朝一番のセッション『生殖
鍼灸を科学する ～女性不妊と男性不妊
～』不妊鍼灸ネットワークを前身とする一
般社団法人 JISRAM（日本生殖鍼灸標準
化機関）会長の中村一徳先生の講演を聴
く。会場は 300 人くらい入る中程度のも
のだったが、相変わらず立ち見の出る人気
ぶりだった。
中村先生と東京のアキュラ鍼灸院の徐先
生と私と三人で設立した不妊鍼灸ネットワ
ークも、全国から会員が入会し会も大きく
なった。やがて日本から世界へ不妊症治療
での鍼灸のエビデンスを発出することと、
様々な手法が混在する不妊治療の方法を統
一していき、質を高めて均一化した共通方
法を日本に広めたい、という目的を持って
会を法人化した。
今や出生する 2０人に１人は体外受精で
授かる子供だという。一昔前には『試験管

人類の英知を集めた究極の生殖医療であ
る体外受精・顕微授精であるが、それでも
挙児に恵まれない方が多く、鍼灸院に来院
する。そうした方たちへ、しっかりした根
拠を持った手法での鍼灸治療の提供が行え
るよう、ある治療法での胚盤胞到達率、着
床前スクリーニングで問題ないとされた
PGS クリア胚での着床率について長年の
研究成果を発表された。
続くこの会場でのセッション、講師・ア
キュラ鍼灸院 徐大兼先生による『患者様
の感動を生むホスピタリティー』を拝聴し
た。アメリカのビジネススクールを卒業し
た徐先生は、普段からスマートな身のこな
しと、とても穏やかな話し方で、いつも育
ちの良さを感じてしまう、そんな先生だ。
東京・渋谷で開業するアキュラ鍼灸院
は、芸能人も多数来院する鍼灸院で、とて
も洗練された、田舎風に言えば『垢抜けし
た』鍼灸院。自院と自身の治療のほか、接
客をセットでブランド化し、高度なサービ
スを展開している。どうやって自院のファ
ンになって頂くか・・・そのカギは『ホス
ピタリティー』だと言い、どのようにして
そのホスピタリティーを他院にまねできな
いものに高めるか、という話をしてくれ
た。鍼灸はビッグ・ビジネスになりにくい

ベビー』と呼ばれた子供たちである。

と常々思っているが、このセッションを聴
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いていると、新しい形態での鍼灸院経営が
見えてきそうになった。その後は・・・
『あはき受領委任に向けて、今後検討す
ること』厚生労働省保健局医療課 保健医
療企画調整室室長の矢田貝泰之氏のセッシ
ョンに向かった。

鍼灸での健保は、今後ますます厳しくなる
と実感した。しかし政府の政策で鍼灸の受
療率を上げるという提示があったのは正直
驚いた。自費でも選ばれる治療院を力強く
経営できるような教育も今後の師会活動に
組み込みたいと思った。

先ほどまでいた会場のホスピタリティー
とは 180 度方向の違う、療養費の講座。
平成 30 年度からはじまる鍼灸マッサー
ジの受療委任制度に向けての注意点や、こ
れまで療養費検討専門委員会で審議されて
きたポイントについて講義いただいた。
とにかく、講義中に出るキーワードで一
番多かったのが『不正対策』だった。受領
委任払いが制度化されることで、鍼灸マッ
サージはあらためて『医療』として認めら
れる、と印象の良い言葉の裏腹に、地方厚
生局の監督権が付く受領委任制度である。
昨日の片山さつき議員の語ってくれた J フ
ァイル 2017 での鍼灸の受療率拡大の
話、さらにすでに進んでいる 1 億総活躍
プランと総合すると、年金の受給年齢を上
げるが、その間の自分の健康は自分で（自
費で）守らせる。社会保障費をいかに縮小
させるか、という構図が見えてくる。
期間、往療などでは距離できわどい療養
費申請を繰り返すようなケースは問題外だ

大会二日間お世話になった会場をよくよ
く見上げたのは帰り足になってから。参加
人数は 980 人、二日間で焼き上げたたこ
焼きは 2､000 パックを越えたという。こ
れだけ書くと、とても勢いのある業界と感
じるが、昨日の学術部長会議での地方の師
会の学術活動状況や、次年度からの療養費
問題、また日鍼会本体の会員減少などを思
うと、斜陽の二文字が頭をよぎる。会員の
皆様が今後も鍼灸を生涯の職業として行え
るよう、地方師会としてどんな方向へ進む
べきかを考えながら帰路についた。

が、相変わらず医師の同意書が必須となる
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第 37 期

鍼灸臨床研修会に参加して

総務部 部長

台風の直撃が心配された、平成 29 年 9
月 16 日（土）～18 日（月）まで、第 37
期 鍼灸臨床研修会に参加してきました。

小沼 慎介

いた限り、西日本の鍼灸師さんが多かった
印象です。年齢も様々で、20 代の鍼灸学
生、開業したての 40 代鍼灸師、30 代の
教職課程に進んでいる鍼灸師、60 代とお
ぼしき再受講の先輩鍼灸師など、バラエテ
ィに富んでおりました。
初日（16 日）は午後 1 時から医療面接
の講義から始まり、非常に早い速度で進ん
でいきます。休憩を挟んで腰痛・坐骨神経
痛の講義となり、講師の「時間がない」を
聞きながら、どんどん進んでいきます。夜
7 時を少しオーバーした辺りで初日の講義
が全て終了しました。このペースで進むよ
うなら、大変な研修会に参加してしまった
……と後悔しました。

会場は埼玉県大宮市にあります、呉竹医
療専門学校です。10 階建ての巨大で近代
的な建物はオフィスと見間違えるほどでし
た。鍼灸あん摩マッサージ指圧科と柔道整
復学科があり、建物内には「呉竹メディカ
ルクリニック」という医療機関も併設され
ています。

2 日目（17 日）。朝 9 時から前日と同様
のペースで頚・上肢、五十肩の講義が進み
ます。しかしながら、スケジュールは過密
ではありますが、前日ほどの忙しなさはあ
りません。初日は午後から始まったのに 1
日分の講義を詰め込んだからだと思われま
す。忙しさは少し違うとは言え、頚・上肢
の講義 ⇒ 実技 ⇒ お昼 ⇒ 五十肩の講義
⇒ 実技 ⇒ 午後 6 時終了 となるまで、怒
涛の如く進んでいきました。講師の先生の
話が少し脱線すると、他講師の先生から「時
間がない。急いで」と言われてしまう環境

鍼灸臨床研修会は、
『医療人としての鍼灸
師の基本的臨床能力の習得と、その実践的
臨床能力をコアとした鍼灸師の卒後研修か
ら生涯研修における講師育成（臨床研 HP
より引用）』を目的に開催されています。
腰痛・坐骨神経痛、五十肩、膝関節痛、
頚・上肢痛の４疾患に絞り、それぞれの総

論および各論、検査法、刺鍼実技を 3 日間
は果たして受講者にとってプラスになるの
で一気に進めていく内容の濃いものでした。 でしょうか？
受講生は 30 名ほど。自己紹介を聞いて
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2 日目の講義終了後、懇親会が開催され
ました。台風の影響で雨脚が強まる中、み
んなでビショビショになりながら徒歩で
15 分ほど移動したのはいい思い出です。
臨床研が始まってから、ほとんど会話を交
わす機会もなく、懇親会でお話できた先生
方が多数おられ、ようやく情報交換ができ
たのでした。

全ての課程を終え、無事に修了証を受け
取ることができました。3 日間のタイトな
スケジュールの中、よく付いていけたなあ
と感じています。学生の頃に一度習ってい
たとは言え、忘れていたこともあり、量が
膨大、且つ講義のスピードも早かったので
復習ではなく再履修のような感じでした。

3 日目（18 日、最終日）。未明から明け
方にかけて台風が通過していき、キレイな
青空が広がった大宮市。専門学校の窓から
遠くに富士山を眺めることができました。
最後に残った膝関節痛の講義と実技を終
え、午後からはレポートの書き方や学会で
発表できる鍼灸師を育てることの意義を教
えていただきました。
少し話は逸れますが、地域の医師が鍼灸
師を探す際、どのように探しているかご存
知ですか。実は、医師も自分の患者さんを
任せられる鍼灸師をどのように探したらい
いか知らないのです（近所の評判？ 口コ
ミ？ ネットの情報？）。そして、仮に知り
合いの医師から「鍼灸師を紹介して」と言
われても、我々鍼灸師もまた何を指標に鍼
灸師を選べばよいのかが分からないのです。
そこで共通の指標として「学会での発表」
があるのだと思います。学会で発表してい
るから素晴らしい鍼灸師なのかと問われれ
ば、必ずしもそうではないかもしれません
が、少なくとも鍼灸師を探している医師か
らしたらその差は歴然でしょう。午後の講
義を聴いていてそのように思いましたし、
また講師の先生もそのように熱弁されてお
られました。
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臨床研受講後は、長年間違いに気づかず
に行っていた検査をキチンと行えるように
なったことや検査自体の意味を知ることが
できたので、患者さんに状態をより正確に
伝えることができるようになりました。ま
た、今までは問診だけで済ませていた部分
もあり、逆にしっかり検査して把握する必
要性を強く感じています。
診療を休まなきゃいけない、連休に家を
空けなきゃいけない、受講費用は自分持ち、
タイトなスケジュール、そもそも興味が持
てない……など、未受講の方は臨床研に対
してネガティブなことばかりですよね。し
かし、診察や検査が大切ということはよく
分かっているはずです。患者さんの有益性
を高める意味でも、未受講の方は思い切っ
て受けてみてはいかがでしょうか？ 決し
て無駄にはならないはずです！

第 51 回東北鍼灸学会学術大会

山形大会に参加して

一般口演を終えて

保険部 副部長

橋本 修一

9 月 2 日（土）から 3 日（日）にかけ
て、［手から手へ partⅢ鍼灸の可能性]を
テーマに、第 51 回東北鍼灸学会学術大会
山形大会 in 山形が開催され、一般口演の
福島県の発表者として参加しました。
会場の霞城（かじょう）セントラルは、
山形駅ビル西口に隣接した官民複合型施設
で山形市のランドマークとされるだけの威

この症例は、以前不妊症の鍼灸治療をさ
れている先生方に聴いていただいたことが
あり、質問や指摘がなかったため加筆再編
集をして発表することにしました。10 分
で話しきれるように練習したつもりでした
が、140 席もある会場での発表は初めて
で、焦って早口になり 8 分で終わってし
まい冷や汗しきり。

容があります、その３階の山形市保健セン
ター視聴覚室で行われた大会の１日目は、
（公社）日本鍼灸師会鍼灸臨床研修会総合
講師指導員の浦山久昌先生による[肩関節
痛]、東北各県より 1 名の一般口演、２日
目は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の粕谷大智先生によ
る［腰部脊柱管狭窄症に対する鍼治療］の
特別講演という内容でした。
各県の口演発表の先生方は、皆さん若く
てもしっかりと研究されての発表という印
象を受け、また質問も多く出席されている
先生方の熱心さが伝わりました。
私は、［母子の睡眠障害の改善により妊
娠したと思われる続発性不妊の 1 症例］
という演題で、10 分の発表と 5 分の質問
時間が割り与えられました。内容としては
子宮や卵巣の疾患ばかりが不妊症を引き起
こすものではなく、不妊症の検査をしても
異常はない、しかし親族との関係や生活環
境の変化、子育ての不安等で続発性不妊に
陥り、母子ともに鍼灸治療を行った結果、

聴講席からの質問は特になく、座長から
の質問に答え自分では無事終えたつもりで
いましたが、懇親会で発表の内容が難しく
解らなかったとの指摘をいただきました。
なぜ難しいと思われたかを考えてみたとこ
ろ、
１.小児治療、不妊治療を経験している
先生が少ないと思われ、具体的なデータが
示されていないので有効性がわからない。
２.睡眠の不調と不妊の関係が解りやす
く説明されていない。
３.主な治療穴の脊背５穴（督脈）の取
穴意義の説明がされていない。
この３つの点が聴いていただいた先生方
から難しいと言われた理由と思われまし
た。
東北鍼灸学会での発表の場を与えていた
だきながら、今回の発表は上出来とはいか
ず、説明することと理解していただくこと
の難しさを学びました。

第 2 子が授かったと思われる、というも
のです。
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鍼 灸 随 想

財務部 副部長

白井

和弥

【はじめに】
例年ですと、わたくし白井は鍼灸普及活動レポートを執筆させていただいておりまし
た。しかし今年は、準備不足のためアンケート調査など実施しておりません。
よって常日頃、わたくし白井が思う鍼灸業界の難題、将来への展望などを思うままに述
べさせていただければと思います。

【国民の鍼灸受療率】
「鍼灸受療率」は年々減少しており、最近の調査では１年以内に鍼灸施術を受けた国民
の割合は４～５％という調査結果が示されています。
平成 17 年の調査では 8.1%だった鍼灸受療率が、半分近くにまで下がってしまいまし
た。こと、鍼灸受療率に関しては、鍼灸業界は苦難の時代から抜け出せないまま 10 年以
上の歳月が過ぎてしまいました。

【鍼灸の普及活動】
各都道府県・鍼灸師会による鍼灸普及活動は数多く行われております。
● 公開講座
● スポーツイベントでの施術奉仕
● お灸カフェ
● 健康祭りでの相談事業、体験治療
● 親子スキンタッチ教室
● 災害地域でのボランティア施術
以上のような鍼灸普及活動が全国の鍼灸師会・会員により行われております。休日返上
で、こういった普及・ボランティア活動を行っている全国の鍼灸師の先生がいるからこ
そ、鍼灸業界に希望が灯るのだと思います。
では、このような普及活動を通して、どれくらいの人数の国民が鍼灸医療・鍼灸師に触
れ合ったのでしょうか？
（公社）日本鍼灸師会の広報・普及部長会議の資料に、全国の師会の普及活動の実施報
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告書があります（平成２８年度分）。イベント名だけで、利用者の人数が不明なものが
多々ありますが、試しに実際の利用者を数えてみることにしました。
各県鍼灸師会
北海道
福島県
埼玉県
神奈川県
新潟県
石川県
長野県
岐阜県
三重県
大阪府
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
佐賀県

利用者人数
1,465 名
275 名
2,616 名
22 名
240 名
222 名
1,300 名
170 名
319 名
2,510 名
42 名
290 名
62 名
300 名
135 名
79 名
71 名

(＋α)
(＋α)
(＋α)

(＋α)
(＋α)
(＋α)

とりあえず報告書に成書されている数字を抜き出すと上記のとおりです。
(＋α)の記載は、イベントの利用者が不明なものが他にあるという意味です。合計でい
うと鍼灸普及活動利用者は「10,118 名」…なのですが、イベント名の実施報告だけ
で、利用者人数すべてが不明の師会が→群馬県、千葉県、東京都、京都府、兵庫県、和歌
山県、島根県、熊本県であります。
このうち、わたくしが知る情報では「東京マラソン」2016 年２月２８日において、
『ランツボはりケアステーション』を東京都鍼灸師会が設け、1,067 名のランナーのケ
ア活動を行った報告があります。
ということで市民が、公開講座へ参加した人数、スポーツイベント・健康祭りなどで鍼
灸治療を受けた人数は、実際のところ「10,118 名」よりも多いはずで、他の鍼灸業界
団体の普及活動による利用者人数を含めると、もっとより多くの市民が「鍼灸治療」や
「鍼灸師」と触れ合う機会があったことになります。
仮に１万人の倍、「２万人」の市民が鍼灸に触れてみて、1 年間に実際に鍼灸院でお金
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を払って施術を受けたとしましょう。総務省統計局による平成 29 年 12 月 1 日概算値
として、我が国日本の人口は１億２６７０万人です。「２万÷１億２６７０万＝
0.0001578％」…。日本国総人口のうち２万人という数字は、思ったよりずっと低いの
ではないでしょうか？もちろん単純計算の話ですので、２万人の新規鍼灸受療者が、家族
や友人といった方々を鍼灸院へ導いてくれる二次的可能性はあります。ですが、すべてが
そんな都合よくいくはずがありません。
それよりも心配なのが、国民の「鍼灸離れ」であります。鍼灸の年間受療率ですが、平
成１７年に「8.1％」だったのが平成２６年には「4.9％」…、とうとう 5％を割り込
み、従来の鍼灸受療者を 3.2％減→すなわち、およそ 10 年間で 4 百万人失ったわけで
す。
鍼灸普及活動において、行列ができるほど盛況でも、鍼灸治療を広めるにはまだまだ普
及活動は足りていない状況と思われます。1 人の患者が 100 人紹介してくれるなんてこ
とはありません。鍼灸治療、鍼灸院、鍼灸師のすそ野を広げる普及活動は地道ではありま
すが、止めてしまったらもっと状況は困難になるはずです。
今後とも創意工夫と、誠意をもって各地域の市民へ鍼灸の普及活動を続けていかなくて
はならないと思います。

【鍼灸の需給バランス崩壊】
では、なぜ鍼灸の受療率が下がり続けているのでしょうか？いろんなご意見があります
が、やはり鍼灸師と鍼灸院が短期間に増えすぎた影響が一番大きいと思います。
2000 年代に入り、全国において「はり師、きゅう師学校・養成施設」が急速に増え
ました。鍼灸の需要が大幅に不足している理由で増えたわけではありません。鍼灸養成施
設の新規認可が、規制緩和により認められるようになったからです。
インフラに金がかからない鍼灸学校の無秩序な新設が相次ぎました。年度毎の卒業者数
は膨れ上がり、1992 年に 65,543 人いた就業鍼灸師は 2016 年では 116,007 人
（1.8 倍）となり、同様に 1992 年に 12,055 カ所だった鍼灸院は 2016 年では
28,299 カ所（2.3 倍）となりました。鍼灸師国家試験受験者数が適正に制限されていた
規制緩和以前と比べて、24 年間で鍼灸師の数も鍼灸院の数も倍増したことになります。
それに伴って、鍼灸の受療率も維持・向上すればよかったのですが、現実は低下傾向が
続いております。鍼灸師と鍼灸院が増えることは、業界の発展へと繋がるはずでした。し
かし受療率の低下で業界は行き詰まりを迎えていると言わざるを得ません。
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【鍼灸師・施術レベルの低下？】
鍼灸の受療率低下の原因、需給バランスの崩壊の次の答えは、鍼灸業界の施術者の質・
レベルが下がったからだと思います。鍼灸養成施設の乱立により、規制緩和以前に比べて
鍼灸師の質が落ちる予測は当然あったわけです。鍼灸師の急速な粗製濫造は、相対的に業
界のレベルが下がると危惧する声がありました。
しかし反対に、質が高まる予測もありました。自由競争の原理によりレベルの高い鍼灸
師は生き残り、レベルの低い鍼灸師は淘汰されていきます。ということで、生き残りを賭
けて鍼灸師たちは臨床技能向上、また経営努力を図ってより高いレベルを目指していくは
ず…。
受療率が低下した今の状況は、鍼灸業界全体にとってレベルの低い鍼灸師が淘汰されて
いる時期なのでしょうか？淘汰された鍼灸師は落第のレッテルを貼られ、その後は別の仕
事を探すのでしょうか？
そうならないための「卒前卒後教育の充実」。こちらは今後とも充実化を進め、特に若
い鍼灸師や学生にとって「知識・技能」以上に「人間力」を高める内容を進めることを期
待します。

【接骨院も必死・多角化経営】
鍼灸業界は需給関係が崩壊している状況なのですが、親戚業界・柔道整復師業界も厳し
い状況といえます。柔整師も規制緩和以降、施術所（接骨院）が増え続け、24 年間で
2.6 倍の施術所の数となりました（1992 年 18,552 カ所→2016 年 48,024 カ所）。
柔整業界も、需給バランスにおいて崩壊の危機を迎えつつあるといえます。柔道整復師
たちも、生き残りを賭けて差別化を図っているわけです。多角化経営の一環で、鍼灸施術
を導入している接骨院が増えているように思います。接骨院での鍼灸施術のレベルがすべ
て高いかどうかはわかりませんが、そもそも鍼灸本来の適応症は広く深いわけです。集患
のために鍼灸を導入するメリットはありそうです。
鍼灸の受療率に関して、今までは鍼灸院へ通っていた患者が、メインは接骨院、オプシ
ョンで鍼灸という施術所へ流れた影響もあると考えられます。
普段は療養費払いの柔道整復術を受け、いざという時に鍼灸施術を受けられる！という
患者にとっての利便性・経済性が考えられます。よって、鍼灸院から接骨院へ患者が流れ
た結果、鍼灸の受療率が下がった可能性があると考えられます。
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【鍼灸業界の未来】
鍼灸の新たな受療喚起。今現在、不調があれば病院・診療所へ通っている方が最も多い
わけです。ドラッグストアでの売薬を利用する方も多いです。しかし、不調があっても治
療をされていない方もいるわけです。「不調があるが治療をしていない」この層の鍼灸業
界への取り込みができたら、鍼灸・冬の時代が春を目指せるのではと思います。
そのための手法が、我々鍼灸師にとって生き残りを賭けて試されているのでは？と思い
ます。まだまだ知恵や工夫、努力が必要です。
鍼灸業界の発展とは、単に鍼灸師と鍼灸院が増えることではありません。国民に選ばれ
る鍼灸師・鍼灸院が増えることであります。それを数字化したものとして鍼灸受療率があ
ると思います。
確かに、今現在は競争下。レベルの低い鍼灸師は退場し、レベルの高い鍼灸師はより力
をつけていく時期なのかもしれません。
そうはいっても、同じ業界の仲間を支える仕組みが業団には必要です。
ネット社会の拡大により、この 20 年余りで誰でもどこでも必要な情報が得られ、
SNS で人と人との連絡が簡単に素早くできる時代となりました。多くの情報と多くの人
との繋がりがあるこの時代、便利すぎて忙しすぎるデメリットもあるでしょう。しかし、
時代が過ぎても変わらないのは、人を育てるのは人であり、情報という知識も、社会の中
で実際に経験をしないとわからない、真の意味があります。
一人の鍼灸師の成長には個人差があり、要領のいいひと、不器用な人がいるわけです。
そんな中で、一人では 10 年以上かかって得られるものが、誰かの助言で半分の 5 年で
成長を遂げられるかもしれません。
相手を信じ、自分を信じ、信念を貫ける人がこの業界で育っていく。育っていけるよう
手を差し伸べる。そんな人と人との付き合いを大事にしていきたいと思います。
参考文献： 矢野忠ほか. 我が国におけるあん摩マッサージ指圧、鍼灸、その他の手技療法の受療状況に関する調査.
医道の日本 2016 年９月号、１０月号
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第２４回郡山シティーマラソン大会
ボランティア活動報告
学術部 副部長
スポーツ鍼灸委員会 委員長

平成 29 年４月 29 日に郡山市開成山球
場周辺を会場とし、第２４回郡山シティー
マラソン大会が開催されました。大会参加
者数は約 7､260 名でした。

益子 勝良

実技指導を行っています。しかし、それは
授業であって臨床ではありません。頭では
理解していても、自分が実際に臨床現場で
見学した内容や実施した内容でないとなか
なか身になることはありません。そういっ
た中で、参加された学生方は授業とは違っ
た緊張感で見学や簡単な手伝いを行ってく

今年度も一般社団法人福島県鍼灸師会と
して、会場に治療ブースを設置させて頂
き、数多くのランナーの方の施術を行いま
した。ボランティア活動に参加いただいた
先生方は約 20 名（福島医療専門学校 教
員１名、学生３名を含む）です。この場を
借りて感謝申し上げます。

れました。そのような経験を積むことによ
り、授業においても聴講姿勢に変化が生ま
れたような気がします。スポーツボランテ
ィア活動をとおして鍼灸の普及という目的
ではありますが、地元の学生が鍼灸という
職業を学び、深める場にもなっておりま
す。

利用者の時間別分布としては、レース前
よりも後が多いです。施術希望者の約８～
９割がレース後になります。

最後にスポーツの現場では治療院とは違
った超急性の方の施術を行います。施術を
行うには判断力や実践力が必要になりま
す。先生方におかれましては、日々精進な
さっているとは存じますが、いつもとは違
う環境に身を置いてみるのもいかがでしょ
うか。そして、未来ある学生に鍼灸の素晴
らしさを是非お伝えください。次回の郡山
シティーマラソン大会の開催予定は、平成
30 年 4 月 29 日になっておりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

レース後の利用目的として１番多いの
は、やはりレース中のケガの治療になりま
す。その他、疲れをとるために施術を受け
る方や知り合いが受けているから興味本位
で一緒にという方もいらっしゃいます。中
にはレースには参加していないが、レース
参加者の介助を行っていた為、肩こりがひ
どくなったという方もいらっしゃいまし
た。
さて、私事にはなりますが、普段は治療
院で施術を行っていますが、週１回ほど福
島医療専門学校に非常勤講師として講義を
行っております。学校では臨床を想定して
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好評を博した「不妊治療について」の鍼灸女子会講習会

鍼灸女子委員会 委員長

太田 友理香

鍼灸女子委員会では、女性鍼灸師や女子
学生を対象に、春・夏・冬季の学術講習会
以外に講習会を開催しています。また、親
睦を深めるイベントもおこない、楽しい鍼
灸女子の集いが開かれています。そして、
これらの企画は福島県鍼灸師会の会員以外
の方も参加することができる公益事業でも
ありますので、毎回多くの方が受講され盛
会となっています。
今年度は 8 月 6 日（日)に、郡山市の中
央公民館で新会長の三瓶真一先生を講師に
お招きし「不妊治療について＆経営のコ
ツ」をテーマにご講演いただきました。三
瓶先生の不妊治療は全国的にも有名で、日
本鍼灸師会の全国大会では立ち見が出るほ
ど人気です。全国大会に参加されていない
先生方は聴講する機会がないのではと思い
ましたので、今回の企画となりました。
企画した情報を公開したところ、男性鍼
灸師の方からもぜひ受講したいという希望
者が多く、今回は特別に会員であれば男性
でも参加できるとして募集したところ、男
女合わせて会員 10 名、会員外 10 名、合
計 20 名の方が参加されました。
講演の前半は日本の不妊の現状、次いで
産婦人科での治療を併用した鍼灸治療につ
いて話が進み、後半の実技では不妊治療特
有の問診の仕方から治療方法までの臨床に
ついて披露されました。参加された皆さん

向にあります。そのような妊孕性（にんよう
せい）を高めつつ、副作用の少ない鍼灸治
療を希望される方は増えています。
私たち鍼灸師が持つ、さまざまな疾患の
方と向き合い寄り添うことができるスキル
を活かし、不妊というデリケートな悩みに
親身になって治療を心掛ける必要性と患者
さんファーストの姿勢の積み重ねが鍼灸院
経営のコツになることの再確認ができたよ
うです。
講習会終了後は会場をイタリアンレスト
ランに移し、食事をしながら和やかに盛り
上がりました。

は熱心に受講され、気づけばあっという間
に 3 時間が過ぎていました。

康をサポートできたら福島がもっと元気に
なるのではないかと思い、活動を続けてい

来年度は「女性鍼灸師のための会」とい
う本来の趣旨に立ち返り、女性が参加して
楽しい交流の場になるような企画を考えて
いきたいです。これから県内に女性鍼灸師
が増え、女性の立場から県民のみな様の健

子宝に恵まれない患者さんは近年増加傾

きたいです。
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【表紙写真について】
北塩原村 長瀬川 檜原湖から流れ出る長瀬川は小野川湖に注ぐまでは立ち入れないと
ころが多いのですが、部分的に立ち入り可能なところがあり、そこから撮った写真です。
休暇村裏磐梯から南へ歩いて 10 分くらいのところで、冬でもスノーシューがあれば立ち
入ることができます。（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。
先日、認知症サポーター養成講座を受講してきました。認知症サポーターとは、認知症に対
する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けを
する人のことです。なぜこの講座を受講したかというと、今住んでいる地域で認知症の人や
その家族の応援者になろうと思ったからです。一人でも多くの人が、認知症への理解を深めサ
ポートができたなら、認知症の人や家族が安心して暮らせる地域になるはずです。（Y）
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