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1. 平成 29 年度 東部支部定時集会 

平成 29年 4月 23日（日）午後 1時 00分より、沼津市「プラサヴェル

デ 401会議室」にて平成 29年度東部支部定時集会が行われた。 

 

東部地区会員数 39名に対し、出席者は 23名、委任状提出者 4名、無回

答者 12名。よって規約どおり本集会は成立することになった。 

 

 平成 29年度 東部支部定時集会次第 

（敬称省略） 

司会 統括 小澤 清隆 

１． 開会の辞 研修  植松 佑介 

２． 挨 拶  代表  鈴木 光一朗 

３． 議長団の選出 議長  太田 一郎 

   書記  佐野 進 

４． 資料の確認 7枚 

５． 議長挨拶 

６． 定数の確認 会員数  39名（H29.4.10現在） 

   出席者数 23名 

   委任状数  4名 合計 27名 

７． 議 事 

 第一号議案  規約の変更について          承認 

 第二号議案  平成 28年度 事業報告         承認 

 第三号議案  平成 28年度 決算報告および監査報告   承認 

第四号議案  会計の県との一本化に伴う件について   承認 

第五号報告  平成 29年度 事業計画案報告        

第六号報告  平成 29年度 予算収支案報告 

第七号報告  その他 

８． 閉会の辞 研修 植松 宗史 

 

平成 29年 5月 14日（日）

に「公益社団法人静岡県

鍼灸師会定時総会および

連盟総会」が「三島市生涯

学習センター」にて開催さ

れました。 

県民公開講座 

「心も！身体も！元気でい

きいき ～女性として輝くた

めに～」 

講師：田内美津子 先生 

医療法人社団光風会 

田内内科医院理事長 

東部地区会員 39名に対して出席者は 59％の 23名。 

公益社団法人静岡県鍼灸師会および東部支部会の公益化された

組織の一員としての自覚を持ち、県・東部ともに年に 1度ずつ是

非とも参加していただきたく思います。 

今後もよりよい運営のために、発言機会がある「定時集会」へ

出席していただき、有意義な会となるようにご協力ください。 
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2. 第 1回東部支部研修会の開催 

平成 29 年 4 月 23 日（日）午後 2：30 から「プラサヴェルデ 401 会議

室」にて第 1回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「ソーシャルメディア集客術」 

講 師：金子 綾 先生(情報発信アドバイザー） 

鍼灸師としての職質か、古くからの広告制限のためか、長い間この

業界は広告含む情報発信に対する苦手意識が強いと指摘されてきた。    

今回は、大学の教授や大手企業の観光に精通する人で構成されるし

静岡県の「ふじのくに観光振興アドバイザー」として沼津市の観光振

興などにも携わる金子先生によって、ソーシャルメディアの基本知識

とＳＮＳの具体的な活用方法などについての講義が行われた。 

 

参加者感想： 

 金子先生の講義は、例えば「ハリが直接刺さっている画像だけで痛

くて怖そう」と感じる人もいるなど現代の消費者目線を肌で感じられ

る内容でした。ＳＮＳについてとても分かりやすく解説して下さった

ので、これらが苦手な私としても始めてみたいと思いました。 

 

第 1回東部支部研修会 

プラサヴェルデにて 

出席者 23名 

会 員：19名 

一 般（会員従）：1名 

一 般（その他）：3名 

金子先生による講義風景 スライドを用いた解説 

3. 第 2回東部支部研修会の開催 

平成 29 年 7 月 23 日（日）午前 9：30 から「東海医療学園専門学校」

にて第 2回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「キネシオテーピングの基礎と症例(下肢)への応用」 

講 師：鈴木 光一朗 先生（静岡県鍼灸師会東部地区会代表） 

 2020東京オリンピック・パラリンピックにむけて日本鍼灸師会の活

動も本格化するなか、今後、鍼灸師が日本で開発されたキネシオテー

ピングの技能を持ち合わせないことは大きなハンデとなりえる。 

以前から、継続している鈴木先生によるテーピング研修会の下肢編

が行われた。従来からの基礎講義に加え、下肢の運動学を考慮して参

加者同士でテーピング実技を行うことで、スポーツ分野以外の臨床現

場の障害にも十分対応できる講義内容であった。 

 

参加者感想： 

 とてもわかりやすく、臨床に応用できる内容でよかったです。鑑別

するための検査法やスパイラステープなどについてももっと学んでみ

たいと思いました。 

第 2回東部支部研修会 

東海医療学園専門学校にて 

出席者 25名 

会 員：9名 

一 般（会員従）：7名 

一 般（その他）：9名 
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第 2回に東海医療学園専門学校様のご厚意により、施設(実技室）の

利用をさせていただきました。いつもありがとうございます。 

会誌上ではありますが、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。 

 
  

4. 第 3回東部支部研修会の開催 

平成 29 年 11 月 5 日（日）午前 9：30 から「プラサヴェルデ 409 小会

議室」にて第 3回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「介護予防における評価法と治療への導入と応用」 

講 師：神尾 隆文 先生（リヴ・レーダ株式会社代表取締役） 

 現在、日本の高齢者は総人口のうちの約 3割近くを占め、高齢社会

の様々な問題の対策の一つとして、国は 10年以上前より介護予防「高

齢者が要介護状態になるのを防いだり、要介護状態の人の悪化防止や

改善を図ること」の必要性を示している。今後、介護予防目的の鍼灸

施術の増加も予想され、一般的な四診に加えて筋力やバランス力など

を専門的に評価し、数値化して客観的に示す能力も求められる。 

 今回、機能訓練型のデイサービスを運営し、介護予防主任運動指導

員でもある神尾先生により、簡易的な機器を用いた具体的な評価法の

実践とこれらにも応用できる施術技術の講義が行われた。 

 

参加者感想： 

 想像していたよりも簡単で、要点さえ抑えれば誰でも評価ができる

ようになるのだと希望がもてる内容でした。また、スパイラルテープ

の施術も初めてで、充実した勉強ができました。 

 

第 3回東部支部研修会 

東海医療学園専門学校にて 

出席者 9名 

会 員：4名 

一 般（会員従）：5名 

一 般（その他）：0名 

鈴木先生による模型講義 キネシオテーピング実演 

神尾先生による講義 バランス機能の測定 
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5. 東部支部研修会アンケート結果 

【参加者内訳】 

役員外の会員参加者は 4～14名で、定時集会直後に行った第 1回

以外の参加者は例年と同じく少数であった。この他に鍼灸マッサー

ジ師会会員が少数加わる状況も同様であった。また、例年どおり一

般参加として、会員従業員や学生の参加率が高く、学生内訳として

「東海医療学園」「白寿医療学院」の生徒の参加がみられた。 

【広報告知効果】 

会員どうしの紹介やメールでの告知、学生参加に関しては、学校

掲示物が最も有効と考えられた。 

【参加理由】 

研修会参加者の半数以上が講座内容に興味があったのと理由を挙

げており、会員参加者数が比較的多かった第 1回に限れば以前に参

加して勉強になったと回答していることから、開催日時の工夫次第

では、もう少し参加者数が伸びる可能性も示唆された。 

【満足度】 

非常に満足と満足との回答が大半を占めていたことから、研修内

容自体は充実しているものと考えられる。 

【時間配分】 

参加者の約 9割がちょうど良い時間配分と感じているようではあ

るが、毎回時間が短いとの回答も 1割程度みられるため、今後は研

修内容次第で時間数の延長も検討する必要があると思われた。 

【希望テーマ】 

・ホームページ等の自分での作成方法について。 

・不妊、美容鍼灸、体表解剖について。 

・ベテラン、一流の鍼灸師の先生方の施術を拝見したい。 

・東京九鍼研究会や YNSA学会の先生方をお呼びしたい。 

・スパイラルテープ、関節モビライゼーション、変形性膝関節症。 

・刺鍼について自信がないのでやってほしい。 

【総 括】 

今回、鍼灸学校の行事と重なることで学生が参加しにくい状況が

あったことなども考慮し今後、参加者数増加のためにも開催日時と

時間配分について再度検討する余地があるものと思われた。また、

希望テーマについて毎回のように重複する内容もみられるため、こ

れらの声に可能な限り答えていく必要があると考えられた。 

 

6. 介護保険制度関連報告 

前回すでに報告のように我々『はり師、きゅう師』は「地域包括ケアシステム」の専門職メンバーに明

記はされたものの、今まで実質的な関わりはかなり曖昧な状況であった。この度、厚生労働省は介護保険

施設や事業所などに配置する機能訓練指導員について、一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が担うこ

とを来年度から認める方針を正式決定し、新たな運営基準のもと 4月 1日から施行することとなった。 

一定の実務経験とは、はり師・きゅう師以外の機能訓練指導員がいる施設・事業所に 6ヵ月以上勤め機

能訓練指導に従事した経験があることとされ、特別養護老人ホームや通所介護、地域密着型（小規模）通

所介護などの「個別機能訓練加算」も、理学療法士、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師などに代わっ

てはり師・きゅう師が実践すれば算定できるようになる。このため、これらの事業所において鍼灸師が新

たな雇用対象となり、職域の拡大に繋がる反面、今後は介護予防の評価法や機能訓練などの知識や経験が

今まで以上に求められ、他の医療・介護専門職とも連携できる能力が必須となる。 
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報告年月日：2018 年 2 月 28 日 

報 告 者：植松佑介 

 

氏  名：Y.I             年 齢：84 歳       性 別：女           

鍼灸開始日：2016 年 5 月 23 日（月）   鍼灸終了日：          治 療 回 数：83 回 

 

          第１             第２           第３ 

愁 訴： 腰痛              右手の震え 

病 態： 脊柱管狭窄症          パーキンソン病 

系 統 別： 運動器・神経系         神経系 

 

既 往 歴： H19 脊柱管狭窄症 

H21 脳梗塞、心不全 

H25 パーキンソン病   

 

現 在 職 業： 無職           家 族 歴： 特になし 

社 会 歴： 旅館勤務         個 人 歴： タバコ（－）アルコール（29 年 1 月～禁酒） 

 

現 病 歴： ＃1 元来より、慢性的な腰痛を自覚するも H18年頃より痛みが増強し、歩行困難となった

ためＮＳ病院を受診。脊柱管狭窄症と診断されて椎弓切除術を実施した。術後には一時痛み

が消失し歩行も可能となったが、３か月後には痛みが元の程度までに戻ってしまい慢性化し

ているため、痛みの緩和を目的に当施術所に来院した。 

＃2 H25 年頃より右手の震えが出現し、字の書きづらさを自覚したためＮ病院を受診。 

パーキンソン病 Yahr 分類 4 度と診断された。症状は同程度で持続し、同病院にて通院加療中。 

 

現 症： 身長 145cm 体重 42kg BMI 20.0kg/㎡ BP 120/90mmHg  

     

＃1      姿勢：下位Ｔｈ～上位Ｌ後弯増強、腰椎前弯減少（円背）、右肩下降、右骨盤位上昇 

    歩容：パーキンソン病異常歩行により間欠性跛行の評価不能、安静時下肢痺れ（－） 

疼痛部位：下位脊柱起立筋（L2~5 周囲）、同部位筋緊張および圧痛（＋） 

        性状：重だるく疲労により増悪 

      増悪因子：長時間の座位・仰臥位 

      緩解因子：入浴・側臥位 

      理学所見：     L     R                 L        R 

           ATR  ＋    ＋     上腕二頭筋反射  －    －  

           PTR  ＋    ＋     上腕三頭筋反射  －    － 

EHL    ５    ５     腕橈骨筋反射   －    － 

           FHL    ５    ５     トレムナー反射  －    － 

           SLR     －    －     ホフマン反射   －    － 

           FNS  －    －     バビンスキー反射 －    － 

 

＃2   振戦：安静時（右手、右足）、丸薬丸め様運動（ボタンがとめにくい）、ＮＦＮテスト（－）  

固縮：歯車様（＋） 手関節および肘関節のＲＯＭ制限著明 

       他症状：動作緩慢、小刻み歩行、前屈姿勢前方突進、軽度小字症、仮面様顔貌、流涎（＋） 

服薬内容：マドパー（抗パーキンソン病薬）・コムタン（抗パーキンソン病薬）・ 

トレリーフ（抗パーキンソン病薬）・ミラペックス（抗パーキンソン病薬）・ 

睡眠薬・抗血小板薬・抗凝固薬・利尿剤・下剤 

 

東 医 所 見：  舌診： 淡紅（色あせ） 胖大 舌苔少白 裂紋（+）舌下静脈怒張（－） 

        脈診： 沈 数 細軟無力 尺位弱（押切れ） 

7. 症例報告 
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        腹診： 左天枢、大巨緊張 臍下軟 

        切経： 腎経に痩せとかさつき 背診： 右肝兪と左大腸兪に硬結 

       原穴診： 太衝・太谿・合谷に軟弱陥凹  

      望聞問診： 顔面→紅潮、浮腫み（±）、頭白髪、口渇（+）、 

寒熱→両手足の冷え（＋）（自覚はしていない）、入浴好むも疲れる  

            睡眠→多夢、健忘、寝不足感（－）   

            飲食→冷飲好む、食欲あり  

大小便→夏期に便秘傾向あり 夜間尿（２～３回）            

 

弁 証： 八綱弁証   裏虚熱   気血弁証   気陰両虚   臓腑弁証  肝腎陰虚         

 

病 因 病 理： ＃1 脊柱管狭窄症術後のリハビリ不足とパーキンソン病の特異姿勢による腰痛。腰椎の変

形あるも神経学的所見はみられず腰背部筋緊張、血行障害によるだるさをともなう 

（現代医学） ＃2 パーキンソン病による安静時振戦および丸薬丸め運動様振戦 

 

病 因 病 理： ＃1  加齢による腎気不足に加え、手術による腎陰の消耗とその他の久病で筋骨が滋養さ 

れなくなり腰痛や歩行障害を呈している。 

（東洋医学） ＃２ 加齢や手術で肝腎の陰液を消耗し慢性化したことから陽気が妄動して内風を生じ、 

振戦が現れた。一方で、このことが四肢の硬直にも影響していると考えられる。     

 

施 術 方 針： ＃1 局所筋緊張緩和、血流改善  

       ＃2 局所振戦抑制、滋補肝腎、頭鍼による振戦抑制 

 

施 術 内 容： ＃1 L2･4･5 棘間傍点、腎兪、肝兪、左大腸兪、胞肓 （置鍼 10 分） 

       ＃2 右合谷―右曲池、右足三里―右三陰交 （鍼通電 5Hz10 分）  

太衝、曲泉、陽陵泉、太谿、復溜 （置鍼 10 分） 

                Ｏ-リングテストによる頭皮の左側舞踏振戦抑制区への刺鍼 （置鍼 10 分） 

 

施 術 効 果： ＃1 初診時；鎮痛効果として半日～１日程度持続 CS：3 歩行時には症状は戻る 

経 過         湿布を貼る回数が減少したとのコメントあり 

                      現在；鎮痛効果として 1～3 日程度持続 CS：2 歩行時痛消失 

                   長時間座位・仰臥位ではまだ重だるさを感じる  

       ＃2 H28.3 月頃から右手振戦、丸薬丸め様運動消失 FS：6→3  

H28.10 月頃から右下肢振戦消失 FS：8→3 

ボタンをとめやすくなったとのコメントあり 

          （上記の鍼施術併用期間の服薬内容に大幅な変更はみられなかった） 

 

  

【症例報告について】 

 私が 15年ほど前の研修時代に使用していた症例報告の書式を基に、現在当方で行っている症例検討会と

同様の報告を掲載させていただきました。 

 この書式の特徴は、現代医学と東洋医学（中医学）の双方の観点から同一患者について考察する点にあ

ると思います。現在は現代医学的な観点からのみの施術や、独自の鍼灸で施術を行っている先生方も再度

立ち返って情報集積、分析・再考することで困難な症例に対する突破口がみつかる可能性もあるのではな

いでしょうか。中医学についても難解な弁証論治でなく、教科書、国家試験の基本レベルなので会員外の

学生の皆様にも理解しやすい内容です。このような書式に囚われる必要はありませんが、ある程度共通の

言語がなければ、一方通行の報告になってしまうものと思われます。 

 東部支部として、今まで研修会の内容として症例報告検討会のようなものも良いのではないかという意

見も複数あり、また過去の会報やホームページで報告を募集していた経緯からも良いきっかけになればと

思います。感想やご意見、その他症例、お勧めの施術法などありましたらご報告下さい。（植松佑介） 
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 年度末、土屋喬先生が退会されました。土屋先生は退会に当たり、第63回日本東洋医学会学術総会教育

講演にて発表された要旨をいただきましたので、土屋喬先生の偉功を称える共に会員諸氏の参考になれば

と会報を通じて掲載させていただきます。 

 

◯症例1 45歳 男性 
主 訴：無気力感 頭痛 

現病歴：2004年某大学病院精神科で鬱病と診断された。以後2回の自殺未遂、3回の入院治療している。 

2009年1月当院東洋医学科受診。 

来院時、緊張性頭痛、耳閉感、無気力感、不眠。早朝覚醒・睡眠時過呼吸、四肢冷感、梅核気、 

食欲不振、無気力感、焦燥感、眼前のモヤモヤした異物感、過度の精神緊張などの多彩な症状を訴

えていた。 

弁 証：肝気鬱滞、痰疹阻絡。 

治 則：疏鬱理気、通疹活血、醒脳化痰。 

現 症：淡紅軽度肥大舌・微黄色薄拭苔、舌尖紅、舌下静脈軽度怒張、脈浮弦滑、手指震顛。 

経 過：当初、半夏白朮天麻湯合補中益気湯などの漢方治療を行うが症状の改善をみず、4月より鍼灸治療

を併用。天神総(四神総の傍ら5分※)・水溝・印堂透山根・太陽・天突・鳩尾・内関・豊隆・四関

(太衝、合谷)などを瀉法で施術。以後、1～2週毎に施術。 

ll月には、王楽亭督脈十三針にて施術。施術後、時により軽微な症状の変動はみられるが、来院時

の諸症状に対しては、相対的に顕著なる軽減をみている。 

考 察：本例は肝気が鬱結し痰血が体内に閉塞した証と考えられ、上記穴位に瀉法にて鍼刺する事により

症状の軽減をみた。心因性疾患の東洋医学的治療は、一般的に補法で行われる事が多い様な感触を

得てるが、一貫堂医学の鼻祖森道伯翁は、“鬱病に対して帰脾湯・酸棗仁湯の類を持ち得るは極め

て稀なり、多くは龍胆瀉肝湯の症なり”と述ベられている。一考に価すると思われる。この症例の

様に一見すると虚証の様に見えても、“久病は熱化し、又、必ず瘀血を生ず”と言う先人の言を借

りる迄も無く、本例のように肝や胆の不調による邪の鬱滞による症例が多いように考えられる。 

 

 

◯症例2 60歳 男性 
主 訴：頭皮痛 

現病歴：約一ヶ月前に左後頭部痛が出現。当院皮膚科にて左帯状疱疹と診断。バルトレックスを7日間処方

され皮疹はほぼ消失したが、頭皮の疼痛が残存じ当科に紹介された。左頭頂部より後頭部の移動性

の頭皮痛で風に当たると増悪する。 

既往歴：高脂血症と高血圧にて加療中。 

現 症：紅色舌、黄賦苔、目赤、脈弦数。頭部皮疹は認めず。 

弁 証：肝胆熱毒上炎、脈絡閉阻。 

治 則：瀉肝胆熱毒、通絡止痛c 

経 過：帯状庖疹後神経痛として患部を梅花針で叩打後、風府・患側風池(瀉)・右太衝透湧泉(補)・左湧

泉透太衝・陽陵泉・曲池・合谷(瀉)の各穴位に刺鍼し、龍眼穴を点刺。1週間後より疼痛は軽減し

始め、3週後にはほぼ消失をみた。 

考 察：帯状庖疹後の神経痛は西洋医学的治療では苦慮する事も多い。本例は、施術後に疼痛が緩和して

おり、針灸治療が有効であったと考えられる。本例は、竜胆瀉肝湯に類似する配穴といえる。 

 
土屋喬先生略歴（発表当時） 

昭和53年 呉竹鍼灸専門学校卒業 

 国立東静病院東静漢方研究会に所属。 

 平成10年 日本医科大学付属病院東洋医学科医員 

 平成17年 東邦大学付属大森病院東洋医学科鍼灸部主任 

 日本東洋医学会東海支部会理事、同静岡県部会幹事、伊豆漢方研究会事務局長を歴任。 

 共著：一病息災（源草社）、40代からの症状別漢方服用時典（同文書院） 
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 【編集後記】 

 平成 29年度分の一括発行です。すみません。さて、私事で恐縮ですがこの 2月に第 2子となる男児を授

かりました。予定日より約 1ヶ月早く、低体重児として新生児集中治療室（NICU）での経過観察となりま

した。医師からは今後考えられるリスクについて説明がされ、とりあえずは心臓と黄疸に注意して見守り

ましょうとのことでした。 

新生児黄疸は男子に多く、低体重児ほど強く表れやすいとされています。胎児は成人と比較すると酸素

の交換効率が低いため赤血球を 1.5〜2倍程度に増やして必要酸素量を確保しているが、出生後に肺呼吸と

なると赤血球過多となり余分な赤血球は脾臓で破壊され、血球中のヘモグロビンはビリルビンになりま

す。新生児は肝臓が未発達なために、このビリルビンをうまく分解できずに黄疸となることがあります。

ある程度生理的なこの現象も、血中ビリルビン濃度が多過ぎると大脳基底核などに沈着して悪影響を及ぼ

す可能性があります。幸い、私の息子は問題とならない程度で現在は健康ですが、NICUでは新生児黄疸の

治療として青色の蛍光灯がついた保育器のなかで光線療法を受ける子供たちをみました。私は、これらの

ことを医師から場合によっては使用するという話を聞くまで知りませんでした。 

光線療法は、人工的な紫外線の青白色光の光源（最近は青色 LED）を皮膚に照射し，ビリルビンを水溶性

に変えて胆汁中へ排泄させることを目的としています。昔から赤ちゃんには日光浴が良いという話もあっ

たように、1958年にイギリスの Cremer医師が太陽光線の当たる窓際に寝ている新生児の黄疸の程度が軽い

ことを偶然発見し、この経験則による現象を研究していくうちに太陽光線がビリルビンを水に溶けやすく

することがわかりました。因みに、新生児黄疸の発生率は、日本人 98%、白人は約 60%だそうです。 

こじつけ的かもしれませんが、この現象は中医学の五行色体表から青色の波長が肝の疏泄、胆汁の生成

分泌作用を促進することで脾胃の機能が調整され、黄色の肌肉（黄疸）を改善するとも捉えられます。カ

ラーセラピーや色の作用に関する医学的研究も大変進んでいますが、このような場面でも現代医学との相

関を連想できて、経験則の集大成としての究極ともいえる中医学はあらためて面白いなと感じました。 

（植松佑介） 
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8. その他 

【入 会】      【退 会】      【異 動】     【慶 事】     【弔 事】 

岸本優介（伊豆の国市） 日吉雅子（伊豆市）  渡邉茂隆（三島市） 植松佑介（沼津市） なし       

岩間彩絵（富士市）   木村千智（長泉町） 

横瀬純子（伊豆の国市） 浅田育利（伊豆市） 

梅原正樹（富士宮市）  奥達也（伊豆の国市） 

            岸本優介（伊豆の国市） 

            城田健吾（伊豆の国市） 

            川口佐奈江（富士市） 

            土屋喬（伊東市） 

            松永美香保（熱海市）                         


