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公益法人移行が認定されました !!
公益法人移行認定検討委員会 委員

財務部長

千葉 良仁

平成 20 年に検討を始め、足掛け 5 年の長い

を持ちまして、目指していた「公益法人」を掲

年月をかけて進めて参りました公益法人移行認

げることができます。4 月 1 日から、改めて「公

定申請の結果が出ました。

益法人」としてのスタートを切ったわけですが、

今年の 1 月 18 日に開催された神奈川県公益
認定等審議会において、当会が「関連法規に規
定する認定の基準に適合すると認めるのが相当

ますますの社会的責任の履行と社会貢献活動の
推進を図ってまいります。
会員の皆様には当会の新たな出発に温かなご
指導・ご協力を賜りますことをお願いして、ご

である。」との答申が出されました。
これにより、当会の公益法人への移行が認め
られたわけですが、正式には次の一連の事務手
続きを経て、本年 4 月 1 日に「公益社団法人神
奈川県鍼灸師会」が発足いたしました。

報告とさせていただきます。
・平成 25 年 3 月 18 日
県から移行認定書交付
・平成 25 年 4 月 1 日

長い時間がかかってしまい会員の皆様にはご
心配やご迷惑をおかけいたしましたが、お陰様

名称変更による旧法人の解散登記及び新法
人の設立登記

（公社）神奈川県鍼灸師会

平成 25 年度

通常総会開催のご案内

日時：平成 25 年 5 月 19 日（日） 14：00 ～ 16：00
会場：川崎市医師会館 6 階 講堂
議事：第 1 号議案 平成 24 年度事業報告の件
第 3 号機案 平成 24 年度監査報告の件
第 2 号議案 平成 24 年度決算報告の件
第 4 号議案 平成 25 年度事業方針の件
※通常総会終了後、鍼灸師連盟総会も行います。
また総会終了後に、
公益社団法人移行の祝賀会を開催いたしますので、
ぜひ参加してください。
出欠の返事は、返信用ハガキにてお願いいたします。
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巻頭言
会長

伊藤 昌芳

季節もまわり、春のお彼岸の時に桜が満開に

灸師の資質向上に役立つものに目を向けて、コ

なりました。今年も県内の鍼灸学校の卒業式も

ツコツと自分磨きに励みたいものです。鍼灸師

終わり、新卒の鍼灸師が多数輩出されました。

会の講習会、仲間との交流にもなる日本鍼灸師

新たな仲間を迎え入れ、育て、次代を背負って

会の全国大会（今年は岡山）の参加などは自分

いってくれる同志が増えていくように願ってい

投資の場になります。治療器具の刷新なども必

ます。今年度は例年に比べ、入会者の少ない年

要かもしれません。このような投資は積極的に

でした。業界の魅力が乏しく、将来に希望が持

したほうがいいと思っています。会もいつの日

てないのが一因と考えられます。そんな中でも

かこのような分野で会員のお手伝いができるく

会員の先生方の踏ん張りで、会員数はかろうじ

らいになりたいものと本当に考えています。

て保たれていますことに感謝です。業団として

おかげさまで公益社団法人に移行が決まりま

更なる発展の道を探し、業友とともに成長した

した。このことは、実は大したことなのです。

く思います。

公益法人として社会に貢献する責任があります

政権が替わりアベノミクス、アベノミクスと
いう言葉がマスコミで飛び交い、株の値上がり、
円安でデフレ脱却の道筋ができてきたような感

が、鍼灸師の地位向上にも役立つものと考えて
います。
この会報は１００号の記念号です。歴代の広

があり、投資の分野が賑やかになっています。

報部長や役員の労にも感謝します。歴史ある神

われわれ鍼灸師も賑やかになりたいものです

奈川県鍼灸師の更なる発展が期待されます。会

が、投資といっても株や金融の面ではなく、鍼

員の先生方のご健勝を祈ります。

平成 25 年度 臨時総会報告
副会長・総務部長

日野 博

平成 25 年 3 月 10 日（日）に、川崎市医師会

沼上一夫議長による議事進行において、第１

館において臨時総会が開催されました。社団法

号議案から第４号議案まで慎重審議の結果、全

人神奈川県鍼灸師会として開催される総会は、

会一致で承認されました。

この臨時総会が最後となります。

事業計画及び予算については、公益目的事業、

本会は、4 月 1 日から公益社団法人神奈川県

収益事業、法人管理に分けて計上しているが、

鍼灸師会へと移行することが決定しております。

公益目的事業比率は 55.57％であると報告があ

これに伴い、監督所管が現在の主務官庁から行

りました。

政庁へと変更になります。平成 25 年度の事業

役員報酬支給規程の一部改正については、移

計画及び予算については 3 月末日までに現在の

行認定申請段階で指導された改正部分について

主務官庁へ提出しなければならないため、年度

の報告がありました。

末の臨時総会開催という運びとなりました。
【議案】
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
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事務所設立移転計画については、事務所取得
時期を早める内容変更申請をして承認を得るこ

平成 25 年度事業計画（案）の件
平成 25 年度予算（案）の件
役員報酬支給規程一部改正の件
事務所設立移転計画の件

とと、現在の積立金額を念頭においた物件を選
ぶ必要があるとの報告がありました。
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第 8 回はり・きゅう市民フォーラム
フォーラム実行委員長

今年のテーマは、美容鍼灸

企画部長

下田代 純一

美容鍼灸は、
リスク対策が大切

去る 2 月 3 日 ( 日 ) ラゾーナ川崎プラザソル

第一部では今回のテーマである『美容』につ

にて、第 8 回はり・きゅう市民フォーラムが開

いて、鍼灸師に対する発信として、美容と鍼灸

催された。

ということで顔面への施術ということが主にな

森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科准教授
の尾﨑朋文先生、美容鍼灸の先駆者である森谷

り、尾﨑朋文先生に『顔面の主要経穴の安全性
とリスク対策』と題してご講演いただいた。

恵子先生の講演を通して、健康と美容そして鍼
灸治療について学ぼうと、会場には定員をはる
かに超える 203 名の方々がお集まりになられ
た。
通常、鍼灸院に来院する患者さんは男性より
も女性のほうが多いというデータがあるが、若
年層（２０代～３０代）の来院率は低い。そこで、
伊藤昌芳会長より「今回のフォーラムは、美容
をテーマの主体に置いて、新しい患者層の構築
に役立てる」との目的が示された。
講演中の尾﨑朋文先生

顔面部への刺鍼は、内出血や疼痛誘発などの
リスクがある。リスクを回避するためには、各
経穴と筋や血管および神経の走行を解剖学的に
イメージすることであり、鍼灸師は皮膚から最
終構造物までの知識を身につけなければならな
い。その中で、患者の感受性を考慮しつつ刺激
開会の挨拶をする伊藤昌芳会長

近年、美容という視点で鍼灸治療を行ってい
る先生方も増えてきており、患者さん側のニー

量を決定する必要がある。美容鍼灸で使用され
ることの多い顔面の主要経穴を中心とした安全
性とリスクについて、スライドを用い解剖所見
を中心に講演は進んだ。

ズも高まってきている。そこで今回の講演を

多くの鍼灸師は、身体の本来持っている治癒

「美容鍼灸」のコンセンサスを得るよい機会で

力を向上させることで、波及的に美容効果をも

あると同時に、美容鍼灸が患者さんへの新しい

たらされることを知っている。人は健康で、美

窓口であるということがアピールできればと考

しく、元気で過ごしたいと願っている。鍼灸は

え、今回は、第一部に鍼灸師をメインにした講

この願望を実現するためのツールとして、最適

座、第二部に市民の方々を対象にした美容鍼灸

であるという尾﨑先生の講義と、リスク管理を

フォーラム、第三部に鍼灸相談コーナーと三部

学ぶことで絶対の信頼が生まれ、鍼灸を生かす

構成で企画した。

道になるのだと再確認させていただいた。
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した。参加された市民の皆さんは、低刺激であ
りながら時間が経つにつれて効果が表れる画像
に、興味を示されていた。また、灸点紙を使っ
て顔面へしなやかなお灸を行なう画像も公開さ
れ、これには一般の方よりも聴講した鍼灸師の
先生方が驚いていた。また、会場で美容鍼の実
技を披露していただき、顔面への刺鍼は浅く、
鍼を肌に優しく置く感じを見て、鍼灸を体験し
たことのない方々も内面から美しくなるために
鍼灸を加えてくださると確信できた。
お隣同士で、実際に骨性指標を確認する様子

浅い刺鍼で、最大限の効果
第二部の市民向け講演は、本会の会員である
森谷恵子先生に『はり・きゅうで

副作用なく

美しく』と題し、美容に対する鍼灸の効果を
わかりやすく説明していただいた。
森谷先生は、鍼灸とメイク、エステの実績と
理論を基に、内容を学術的で難解なものではな
く、フォーラムの参加者が聞きたいこと、例え
ば、乾燥やシミ、シワ、クスミ、タルミなど、

実際にモデルに美容鍼を打つ森谷恵子先生

参加者の誰もが肌の悩みとして抱えているもの
を 10 項目あげて、悩み別に鍼灸が効果を発揮
すると実例をあげてお話しくださった。

美容鍼灸は、需要が高い
第三部は、鍼灸相談コーナー開設した。今回
の相談委員は、美容という新しい需要に対応で
きるように、森谷恵子先生主催の美容鍼灸講座
を３回開催。２回以上受講した会員のみ相談委
員として任命し、市民からの美容相談に対応し
た。

市民の質問に答える森谷恵子先生

美容鍼灸の効果を確認していただくために、
事前に森谷先生がモデルに美容鍼灸を行なった
画像を会場で公開した。画像は治療効果のイ
メージを抱きやすいように、施術前、治療直後、
治療後 15 分、治療後 30 分と比較できるように
4
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企画当初、私自身『美容』という新しいテー

常に新しいものを創造しつつ、医療人としての

マに拒否反応を起こし、困難なものと囚われて

態度を忘れてはならない。鍼灸の道は無限にあ

しまっていた。企画を進めていく中で『不易流

り、変えてはならないもの、新しく創造される

行』という言葉に出会い固定観念や後ろ向きの

ものをどう見極めるか。そこから未来を切り開

態度から枠を外すことができた。時代が変わっ

くヒントを掴む。最後に、繁栄は人から始まる。

ても不変なものがある。またかえてはならない

森谷恵子先生の情熱と、実行委員メンバーの

ものがある。流行とは、時ともに移り変わって

チャレンジ精神と使命感。そして協賛各社の厚

いくもの、また変えていかなければならないも

いご協力により、盛況な市民フォーラムとなっ

のである。

たことを、ここに感謝申し上げたい。この感激

フォーラムを通じて学んだことは、長引く不
況で多くの鍼灸院が苦戦を強いられているが、

が、公益社団法人神奈川県鍼灸師会の発展繁栄
に繋がることを期待する。

鍼灸院の今昔ものがたり①
～流行る鍼灸院へのヒントを若き鍼灸師に～

―TOMOTOMO（友と共に学ぶ東西医療研修

の技法でした。韓国ドラマ「チャングム」での

の会）代表の石川家明先生より、若き鍼灸師の

同様な鍼治療を見て、皆さんは不思議に思った

皆様に成功するためのコツ、流行る鍼灸院への

のではないでしょうか。鍼をしばらく打ったま

ヒントを伺いました。このお話は、かなり長い

まで留めて置くという発想そのものがなかった

お話になりますので、シリーズとして会報に連

のです。もちろん、勘の良い人はどの時代にも

載していきます。今回は第１回目となりますが、

いて、どうも痛みに関しては「置針」が効くと

置鍼の歴史についてのお話を聞かせていただき

実行していた少数派がいたに違いありません。

ました。

置針がクロースアップされたのは、鍼の疼痛
抑制機序に人間の脳の中にモルヒネ様の物質な

「置針」はいつから始まったか

どが作られるらしいことが言われ始めたからで

鍼灸業界はちょっと前まで「置針」はしてい

ヒネ様の物質が作られたり、患部に流れたりす

なかったと話すと、多くの若手が驚いてくれま
す。ちょっと前とは 1970 年前後の頃です。70
年代に空前の鍼麻酔ブームが起こり、世界の生
理学者を刺激して鍼麻酔や鍼治療効果の研究に
火がつきました。あのゲートコントロールセオ
リーを提唱したメルザックとウォールも研究に
着手した事実からも、どれだけの影響力だった
かが想像して頂けることかと思います。もちろ
ん業界の宣伝になったことは言うまでもありま
せん。鍼麻酔のイメージから「痛みによく効く
鍼治療」を大いに喧伝してくれたものでした。

す。当然、効果の具現は体液性ですので、モル
るのにある程度の時間が必要なのはすぐに気が
つくことです。これを確認するためには、体液
を交換すれば証明できるので、動物実験が行わ
れ、血液交換された動物のほうに見事に麻酔が
かかりました。つまり、体液性に物質が存在で
きるまでの「時間」＝「置針」が必要だったの
です。もちろん、今お話ししていることは「痛み」
に対する鍼治療に限局した話です。刺針後にす
ぐ脈象が変わることからも、自律神経に関して
は必ずしも置針の必要はないようです。
（つづく）

ところが、当時の鍼治療の主流は「速刺速抜」
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平成 24 年度理事会報告
事務局長

認定等審議会において、当会が「公益法人に相

13：00 ～ 15：20

会場：かながわ労働プラザ

特別会議室

出席：伊藤 ( 議長 )、日野、清水、千葉、喜多見、
服部、下田代、秦、菅澤、吉田 ( 書記 )、
沼上 ( 相談役 ) 、神山 ( 監事 )
平成 25 年 2 月 3 日 ( 日 ) 開催の『はり・きゅ
う市民フォーラム』について詳細に検討。テー
マは『健康・美・鍼灸』、第一部を森ノ宮医療
大学保険医療大学鍼灸学科の尾崎朋文准教授
に、第二部を東洋医学美容ジュノン院長、当会
会員の森谷恵子氏に依頼することが、全会一致
にて承認された。
（下田代企画部長）
議事 2：事務所設置の件
事務所設立移転について詳細に提案。事務所
設立に関する同意書の提出を全理事役員に求
め、全会一致にて承認された。
（服部事務所設立委員）
議事 3：公益法人移行認定申請の件
申請書が審議会に諮られるのは年明け 1 ～ 2
月で、ここで公益法人に認定される見込みであ
ることと、これに伴い、平成 25 年度予算要求
の形式変更を行うことの承諾を依頼され、全会
一致で承認された。
（千葉財務部長）
以上

第 5 回理事会（抜粋）
平成 25 年 1 月 20 日 ( 日 )

13：00 ～ 15：10

会場：川崎市産業振興会館

第 5 会議室

出席：伊藤 ( 議長 )、日野、清水、千葉、喜多見、
服部、下田代、秦、菅澤、吉田 ( 書記 )、
議事 1：公益社団法人移行認定申請の報告
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当」と内定された旨の連絡があった。公益法人
への移行日は 4 月 1 日とし、この日に現社団の
解散登記と、公益社団の新規設立登記申請を同
時に行うとの報告がなされた。
（千葉財務部長）
議事 2：市民フォーラムの件

議事 1：市民フォーラムの件

沼上 ( 相談役 ) 、神山 ( 監事 )

吉田 志郎

平成 25 年 1 月 18 日 ( 金 ) に開催された公益

第 4 回理事会（抜粋）
平成 24 年 11 月 11 日 ( 日 )

保険部長

平成 25 年 2 月 3 日 ( 日 ) 開催の第 8 回はり・
きゅう市民フォーラムについて新たに広告等を
追加したいとの提案があり、詳細な審議の結果、
本提案は承認された。
（下田代企画部長）
議事 3：役員報酬支給規程の一部改正案の件
役員等報酬支給規程について県との協議の結
果、一部改正 ( 案 ) を調整したとの報告がなされ、
全会一致で承認された。
（千葉財務部長）
議事 4：学校説明会の件
学校説明会を、例年通り県内 5 校の鍼灸専門
学校に対して行うため、理事役員の協力を依頼。
全会一致にて承認された。
（喜多見組織・共済部長）
議事 5：学術部より
平成 25 年度ナイトセミナーの件、実技供覧
用のベッドおよび備品の購入、学術講習会にお
けるアンケート実施の件について提案がなさ
れ、全会一致にて承認された。
（清水学術部長代行）
議事 6：会員からの提案書の件
会員より「鍼灸師会雇用バンク」創設の提案
書が提出され、全会員の意向を確認するために
アンケートを実施することが提案され、全会一
致にて承認された。
（日野総務部長）
議事 7：保険部より
平成 25 年度に、神奈川県内で公益社団法人
日本鍼灸師会主催の介護予防運動指導員養成講
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座を開催したいとの提案があり、賛成多数にて

延べ 203 名の参加があり、目標動員数を大幅に

承認された。

上回る盛況であった。一方で、「はり・きゅう」
（服部保険担当）

を前面に押し出した市民フォーラムでは集客が
困難であり、広告宣伝費が当初予算を上回るな

第 6 回理事会（抜粋）

ど、反省点も指摘された。以上により、次年度

平成 25 年 2 月 24 日 ( 日 )

内各地域で年複数回開催の分散型にする案が服

13：00 ～ 18：00

会場：社団法人神奈川県鍼灸師会

事務所

出席：伊藤 ( 議長 )、清水、千葉、喜多見、服部、
秦、吉田 ( 書記 )、神山 ( 監事 )
議事 1：日鍼会代議員選出の件
会員の三原基裕氏を選挙管理委員長に指名、
立候補受付を行った結果、定員 5 名に対し 5 名
が立候補しているため、全員の当選が確定する
見込みであるとの報告がなされた。
（伊藤会長）
議事 2：公益法人認定証書授与式について
3 月 18 日 ( 月 )、公益法人認定証書の授与式
が行われるため、伊藤昌芳会長ならびに千葉良
仁理事が出席するとの報告がなされた。
（伊藤会長）
議事 3：事業計画 ( 案 ) ならびに予算 ( 案 ) の件
各部部長より提出された平成 25 年度事業計
画 ( 案 )、ならびに予算 ( 案 ) を基に詳細な検討
が加えられ、調整が図られた。その結果、臨時
総会に諮る事業計画ならびに予算書の原案が固
まり、全会一致にて承認された。
（千葉財務部長・各部部長）
議事 4：フォーラムの総括と次年度実施の概要

からは開催形式を変更する必要性が示され、県
部理事から提案され、同氏が事業計画案。予算
案を作成することで承認された。
（下田代企画部長・菅澤青年部長）
議事 5：事務所設立の件
2 月 19 日 ( 火 ) に事務所設立委員会を開催、
具体的な購入金額および時期等について詳細に
検討。その結果、購入に関する変更申請を 4 月
中旬以降に、県に提出することが提案され、承
認される。
（清水事務所設立委員長）
議事 6：三品税理士解任の件
三品税理士に関しては、契約を今年度限りと
し、次年度は契約を解除することが提案され、
承認される。
（伊藤会長）
議事 7：公式ホームページの件
現在、永藤氏に依頼している神奈川県鍼灸師
会の公式ホームページについて、( 株 ) インフォ
ビジョン（担当：昆金氏）に管理業者を変更す
ることが提案され、承認される。
（秦広報・普及部長）
以上

2 月 3 日 ( 日 ) に開催された市民フォーラムは、
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療養費支給申請時の注意点
保険担当

平成 25 年 3 月 10 日 ( 日 )、川崎市医師会館
において、療養費支給申請に関する療養費適正

服部 政博

です。1 ～ 6 にチェックがなく、7 その他の
みチェックの場合は返戻になる場合がある。

運用研修会を開催した。ここで話された内容の

（保険者の判断なので一概には言えません）

うち、会員より「会報に掲載してほしい」との

・本会では再同意の際に患者自ら受診すること

意見があった『療養費支給申請時の注意点』を

を強くお願いしております。（再同意の手続

記載いたします。

き不備による返戻が多いためです）
③レセプト返戻または不備通知書

療養費支給申請時の注意点

・諸先生方、皆さまの傾向があるようで、毎月

①保険証の確認

同じ箇所を間違えることが多いです。そこで、

・毎月申請書に署名・捺印をいただく際にセッ

レセプト作成時および提出前に通知書をご確
認いただければ、返戻や不備を未然に防げる

トで保険証の確認をする。
・印鑑は朱肉を使う認め印を持参するよう促

はずなので十分ご確認ください。

し、安易にシャチハタで済ませない。
・４月、９月、１月などの節目は会社内での異
動、転職、就職などあるので特に注意する。
・申請書と総括表の保険者番号の相違がありま
すので、提出前に再確認する。

毎月、保険証の確認を行い、同意や再同意は
患者の受診を促し、レセプトの作成時や提出前
に返戻・不備通知書の確認を徹底すれば、保険
者からの返戻を最小限に防ぐことができます。

・患者が扶養者の場合は「被保険者の生年月日」
を必ず聞くこと。

周知事項
・全国健康保険協会の略称は「協会けんぽ」です。

②同意・再同意
※同意・再同意した医師への保険者による聞き

以前の療養費適正運用研修会において、例え

取り調査（電話、アンケート等）は増加して

ば神奈川支部であれば「神奈川」と記載すれ

いる。

ばよいと

・同意・再同意を医師に依頼する場合、発行依
頼書または経過報告書を添付してください。
・傷病名は 1 ～ 6 にチェックがあることが基本

者の厳しさを鑑み、「全国健康保険協会
奈川支部」と記載するか「協会けんぽ

神
神奈

川支部」とご記載ください。

（公社）神奈川県鍼灸師会

平成 25 年度

お伝えしましたが、昨今の保険

主催

学術講習会

日時：平成 25 年 6 月 2 日（日） 13：30 ～ 16：40
会場：川崎市医師会館 6 階 講堂
１・２時限目

演題：臨床実践の中から見えてきたことー任督中心療法等―
（実技 / 任督中心療法の実際）
講師：戸ヶ崎 正雄 先生
（蓮治療所 所長、日本伝統鍼灸学会学術部長、東洋鍼灸専門学校講師）
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グループディスカッションを通して
学術委員会 委員

平成 24 年 12 月 9 日 ( 日 ) の学術講習会は、
講師に福島県鍼灸師会副会長・一寸法師ハリ治
療院院長の中沢

良平先生をお迎えし、3 時間

にわたりご講義、実技供覧をしていただいた。
前半の演題は、「プライマリケアとしての介

吉田 志郎

後半の演題は、
「経脈―自律神経反射療法」で、
講義のほか実技が披露された。
「経脈―自律神経反射療法」の成り立ちにつ
いては、明治時代の医師であり、「鍼灸新書」
を著された大久保適斎先生が「体性―心臓反射」

護予防」ということで、会場の机をＴ字型に並

「自律神経手術」を発表していたこと、福島県

べたものを 6 組ほど用意、受講者は 6 ～ 7 人の

出身で天皇の侍医でもあった三浦謹之助博士

グループに分かれて着席した。

が、医学会において「鍼療法について」を発表
されていたという日本における先進的な背景を
説明。
次に、学校の生理学、鍼灸理論で習った「脊
髄反射」「上脊髄反射」「軸索反射」また脳幹か
ら副交感神経を介する「体性―免疫反射」の 4
つの自律神経反射について解説し、これらが経
脈上にある経穴刺激で非常に効果的に起きるこ

グループに分かれて講義を聴講する様子

始まったのはワークショップ形式のグルー

とから、生理学、古典、流派を超えた療法とし
て「経脈―自律神経反射療法」を確立したこと
を説明された。

ディスカッション。福島県師会の講習会はこの
ような「参加型」で行われるのがほとんどとの
ことですが、我々には新鮮に感じられた。
中沢先生が受講者に最初に投げかけた質問
は「理想の鍼灸師とは」というもの。15 分ほ
ど各グループ内で討論し、白いビニールシー
トにマジックで書きこんで行き、それを全員
の前で発表するとのこと。ベテランの鍼灸師
から学生に至るまで、それぞれの思い描く「理

ディスカッションを発表する受講者

想の鍼灸師」について意見を出し合い、受講

また、実技供覧では、見事な手技を披露。ち

者の前で発表した。
次の質問は、ある男性高齢者の症例を提示し、

なみに、自律神経反射のルートを効果的に成立
させるためには 10 ～ 15 分の置鍼が有効である

この症例に対し鍼灸師がどのような対応をとれ

こと、逆子には至陰の灸３壮と、三陰交の灸頭

るのかというもの。中沢先生は、一つの解答と

鍼３壮（この順番を守る）など、具体的な治療

して、超高齢国に向かう日本において鍼灸師は

法にも言及された。

「プライマリケア」の担い手として「介護予防」

郡山で開業されている中沢先生は、先の東日

に目を向けるべきと指摘。実際に、先生の治療

本大震災で大変なご苦労をされたと思います

院に併設している運動療法室等のスライドを示

が、それを微塵も感じさせない先進的な取り組

し、具体的な介護予防運動の指導法についても

みと、学技の素晴らしさ、お人柄に一同感動し

解説していただいた。

つつ、活気あふれる講習会は終了した。
9
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会報 100 号を迎えて
会報 100 号を記念して、会員の皆さまに投稿記事を書いていただきました。

国家資格を「格」あるものに

チ』を通じ、一般の方々と多くふれあうことが

深沢 忠雄

できました。不妊治療を専門とする鍼灸院であ

最近、鍼灸業界の発展のために気になる傾向

ちと一緒に活動ができ楽しい思い出となり、い

が目に付きます。国家資格を持たない治療関係

までもあんな行事があったらいいなぁという思

の店が「職業選択の自由」を旗印に雨後の筍の

いにつながっております。

横浜市港北区

ように増えてきていることです。この影響を一
番受けているのがマッサージ関連の仕事だと思

る当院にとっても、卒業生である子育てママた

これからもますますの発展のあることをお祈
りしております。

いますが、鍼灸業界にとっても見過ごすことは
できないと思います。患者さんが初診で来られ

嫌われ者

た時に「いろいろな治療所へ行き、しばらく治

三浦郡

療を続けましたが良くならないので鍼灸に参り

Thomas Blasejewicz

ました。」と言われる方が多いのですが、この

私は 22 年ドイツに住み、その後 34 年日本

いろいろな治療の中に、民間資格または無資格

に住んでいます。鍼灸の仕事に関わってからは

と思われるものが結構入っています。また患者

30 年ほど。私の HP は、日本語のほかに英語

さんは「治療関係の店を堂々と営業している方

やドイツ語でも書いてあるため、時折り外国人

は皆国家資格を持っている。」と思っていらっ

から日本で鍼灸を勉強したいとの連絡がありま

しゃる方がほとんどです。そこで一般の方々に

す。10 数年前から、見学できる場所を探すのを

正しく国家資格を知ってもらい「国家資格の地

手伝っています。ところが、見学できる場所は

位」を確立しておく必要があると思います。

ないでしょうかと、日本鍼灸師会、全日本鍼灸
学会、学校などに問い合わせた際、常に門前払
いされました。あまりに何年も言い続けたため

会の思い出
米山 章子

でしょうか、全日本鍼灸学会は、2009 年から

100 号にもなる会報、会長はじめ歴代役員の

が、今でも会員の 99.8％は興味ないか、協力し

小田原市

皆様の継続的な努力のたまものと思っておりま
す。いつも楽しみにさせていただいております。
ありがとうございます。
鍼灸師の免許を取ってすぐに入会させていた
だき、長い年月がたちました。
『業界で一番の業団体に入りなさい』と知人
からアドバイスをいただき、迷わず神奈川県鍼

公式に見学させて下さる先生方を募集してます
ない先生方がほとんどです。
日本の鍼灸は、多くの素晴らしい特徴を世界
に分かるような形で見せないと、永遠の闇に葬
られるか、中国のプロパガンダ作戦に飲み込ま
れてしまいます。日本人に是非とも自信を持っ
て、日本の特技を世界に披露して欲しいと思っ
ています。

灸師会に入会させていただきました。困ったと
きに直接いただいた助言などは本当に役立ち、
なんとか本日まで鍼灸師としてがんばってこれ
た礎となっております。

鍼灸に携わって約半世紀
平塚市

高梨 義紀

小田原で開催された第 6 回はり・きゅう市民

自分のためにもなるからと、いやいや入った

フォーラムでは、子育てを応援する『スキンタッ

道。私も、年下の歌舞伎俳優が亡くなる歳。人
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1．技術を磨き、勉強すべきである。国家試験
用の勉強ではなく。

毎日新聞で整理部長を定年退職された人がいま

2．鍼灸師会名簿の没頭に倫理要綱が記載され

した。同人雑誌の編集方法等教わりました（後

ていますが、それを作った経緯と内容を理

に明治鍼灸大学設立に尽力された方）。私の人

解してほしい。

生の数奇さを感じます。学生時代半年 1 年は、

3．私は青年部の活動にて、組織活動はどうあ

すねて、学校に行かず、神戸の図書館に通って

るべきかを学びました。学術、経営論ばか

いましたが、ある時先輩に同人雑誌の作成を勧

りでなく、お金にならない事かもしれない

められ、それに没頭し勉強はしませんでした。

が、若い時に学ぶべき事。業団を強くする

当時は学校の経営が厳しいか、電気代うんぬん

ためには、必要不可欠なものと思う。

で、夜の教室を借りるのは、厳しいものがあり

4．死生観をもとう。高齢化社会にての鍼灸。

ました。しかし当時は、お好み焼きを囲み、鍼

漢方医学の（気）それは現代医学では（心）

灸が世間に認めてもらうにはどうしたら良い

に置き換えられるかも知れない。命の尊さ

か、医大を出て、鍼灸師になるべきだ、4 年生

を知るべき。

大学が出来なければ・・・・と。がくがく討論

5．治療の得意な疾患を持とう。

しあったものです。修学旅行しようと米山先生、

6．鍼灸師会も歴史があります。先輩の緒先生

クラスメイトと、小豆島へ行った思い出もあり

方が苦労して築いた歴史。先輩・後輩の関

ます。

係が無くなりつつある。それも時代かもし

卒業してから、遊んだ分苦労し、勉強し、講

れないが、鍼灸師会においては、師弟関係、

習会によく行きました。マァ行きました。講習

先輩・後輩の関係は大事にしたいものです。

会は、1 時間目は医師が西洋医学の治療法、2

鍼灸は経験医学であるから、鍼灸に携わる

時間目は鍼灸師の先生が鍼灸の治療法の講習会

団体がいくつかあるが、鍼灸の団体にむか

が印象に残っています。鍼灸師会の活動では青

ず、自分の所属するグループを優先し、内

年部活動に賛同し、全国に青年部を自前で活動

輪で争うのは醜く、鍼灸および鍼灸師会の

したものです。活動しすぎて青年部が先行され

発展はないであろう。もっと心を広く持て

ては困ると組織の中に入れられたことなどが、

ないものであろうか。持つべきである。
7．正しい情報の取り方を。グループの不利に

思い出に残ります。
平塚で開業して 30 余年。中医学など昔はな
かったので、開業してから中医学を勉強し、鍼灸
師会会館での症例検討会にも、よく行きました。
これからの鍼灸師、業界はどうあるべきかを

なる情報は、消すが普通。鍼灸師会の発展
を願おう。
8．若手の育成。
などなど。

先輩、緒先生から教わった事を含め希望をかね
記したいと思います。

広報普及部からのお知らせ
この会報 100 号と一緒に、小冊子『鍼灸のすすめ』（改訂新版）を、各会員に 3 部ずつお送
りいたしました。鍼灸院の待合室に置いたり、患者様に持って帰ってもらうなど、普及活動の
一環として、ご使用ください。
また、なくなりましたら 50 部単位 2,000 円～（1 部 40 円）送料別で、( 公社 ) 日本鍼灸師
会より購入することができます。ぜひ、ご利用ください。
詳しくは、（公社）日本鍼灸師会事務局（FAX：03-3985-6622）にお問い合わせください。
広報・普及部長 秦 宗広
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編集後記

99 号からまだ間もないにもかかわらず、こう
して無事 100 号を会員の皆様のお手元にお届け
できたのも、広報・普及部長の秦宗広先生を始め、
依頼を引き受けて下さった伊藤昌芳会長や理事
の諸先生方、記事を投稿して下さった会員の諸
先生方、そして印刷製本をしていただいた QI マ
ネージ様のお陰です。本当にお忙しい中、ご協
力ありがとうございました。
今年度の当会は、会報をご覧いただけるとわ
かりますように、公益社団法人への移行、念願
でもあった事務所の購入、より充実したフォー
ラムへ向けての開催形式の変更など激動の一年
となりそうです。
私自身も、昨年は治療方法を大幅に変更しま
した。東洋医学の「ツボ」は使用するのですが、
「鍼灸院」であるにもかかわらず、鍼と灸以外の
道具を使い始めました。しかも大掛かりな機械
などではなく、一個 40 円程度の鍼を使用しない
円皮鍼のような物です。中には 1 個とか 2 個だ
けで治療が終わってしまうこともあります。こ
のような道具は、我われ鍼灸師にとっては、あ
る意味とても恐ろしい道具であると感じました。
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実際に一部の柔道整復師や理学療法士は、すで
に使用していると聞きます。また、患者さま自
身でも取り扱いが容易なので、一度手に入れて
少し知識を得れば、施術者なしでも何とかなっ
てしまいます。
大きく何かを変化させる時期には、その変化
を成し遂げるための「信念」がどれほど確固た
るものかが重要だと思います。私も「患者様の
ために」という思いを持って過ごしてきました。
今年度や来年度以降の数年間は、当会にとって
も変革の最終仕上げの段階です。まさに「県民
のために」「市民のために」という「信念」がど
れほどのものなのか試される大変重要な時期な
のではないかと感じています。
（Y）
発 行 所：社団法人 神奈川県鍼灸師会
発 行 者：伊藤昌芳（会長）
編集責任者：秦 宗広（広報・普及部長）
編 集 委 員：江波戸雄一
制作・印刷：（株）キューアイ・マネージ
発 行 日：平成 24 年 12 月 15 日
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鈴廣かまぼこから、新・さかな習慣

良質な魚たんぱくを分解した魚肉ペプチドが主原料
体内でアミノ酸として吸収しやすいのが特長です。

・健康な毎日に

・リカバリーに

・爽やかな目覚めに

サカナのちからB ベーシック

サカナのちからA for アスリート

120ｇ
（約360錠）
魚肉ペプチド

120ｇ
（約360錠）
低分子化魚肉ペプチド

3,675円（税込）
サカナの

ちから
®

鈴廣かまぼこ株式会社
フードサイエンス事業部

3,780円（税込）

サカナのちからS

for シニア

120ｇ
（約480錠）
魚肉ペプチド＋魚骨カルシウム

3,675円（税込）

お問い合わせ

tel : 0465-24-3154 fax : 0465-23-7804
http://www.sakanano.com/

神奈川県小田原市風祭245

「サカナのちからBお試しセット」申込書 ※本紙をコピーしFAXにてお申し込みください。
ぜひ一度
「サカナのちから」をお試しください！
●ぜひ、院長様に効果を体感してください。無料にてお試しセットを送付させていただきます。
本紙をコピーし FAX にてお申し込みください。
●お申し込み受付期間 平成 25 年 4 月 25 日～平成 25 年 6 月 15 日
●お届け先
氏名
TEL

医院名
住所
●お試しセット

無料

お試しセット

× 1セット

サカナのちからB
10錠
（約3.3g）
×7包
●お問い合わせ

送付先
16

鈴廣かまぼこ株式会社

FAX

0465-23-7804

