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1. 平成 30 年度 東部支部定時集会 

平成 30年 4月 22日（日）午前 10時 00分より、三島市「三島市民文化

会館第 2会議室」にて平成 30年度東部支部定時集会が行われた。 

 

東部地区会員数 33名に対し、出席者は 27名、委任状提出者 4名、無回

答者 2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 30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 監事  山形 勝久 

２． 挨 拶  支部長 鈴木 光一朗 

３． 議長団の選出 議長  足立 隆彦 

   書記  神尾 隆文 

４． 資料の確認 4枚 

５． 議長挨拶 

６． 定数の確認 会員数  33名（H30.4.10現在） 

   出席者数 27名 

   委任状数  4名 合計 31名 

７． 議 事 

 第一号議案  平成 29年度 事業報告        承認 

 第二号議案  平成 29年度 決算報告および監査報告 承認 

 第三号議案  平成 30年度 事業計画案審議     承認 

第四号議案  平成 30年度 予算案審議        承認 

第五号議案  東部支部役員改選（平成 30～31年度） 承認       

第六号議案  その他（県理事、統括・小澤ほか） 

       新入会員、退会者、慶弔 

８． 閉会の辞 研修 植松 佑介 

 

平成 30年 5月 13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「浜松市地域情

報センター」にて開催されま

した。 

県民公開講座 

「椎骨動脈の循環不全が

万病の元になる」 

講師：高田 卓二 先生 

静岡県鍼灸師会学術部長 

東部地区会員 33名に対して出席者は 82％の 27名。 

今回は大変高い出席率となりました。皆様今後も引き続き、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、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 30年 7月 22日（日）午前 10：00から「東海医療学園専門学校」

実習棟 2階教室にて第 1回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「外国人への治療に必要な基礎英会話」 

講 師：臼井 明宏 先生(東海医療学園専門学校 教員） 

 

 急増する外国人観光客や移住者に対して施術をする機会が増え、東

京オリンピックの開催も迫る昨今、基本的な英会話を習得することで

どのように安心して受療してもらえるのか。誤解を生まない表現方法

はどのようなものなのか。臼井先生により、外国人対応における鍼灸

界の現状についてのスライド講義と問診・施術内容の説明からクロー

ジングまでの会話が実際のシミュレーション形式で行なわれた。 

 

参加者感想： 

 臼井先生の講義から、「わりと簡単な英語を用いるだけで、施術が

楽しくなるのだと勇気づけられた」また、「英語の翻訳と合わせての

資料は大変わかりやすかった」などのコメントが得られた。 

 

第 1回東部支部研修会 

東海医療学園専門学校にて 

出席者 12名 

会 員：8名 

一 般（会員従）：4名 

一 般（その他）：0名 

臼井先生による講義風景 英語を使った問診風景 

3. 第 2回東部支部研修会の開催 

平成 30年 9月 23日（日）午前 10：00から「三島市民文化会館」ゆう

ゆうホール 3階第 2会議室にて第 2回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「鍼灸臨床のための体表解剖」 その 1 

講 師：城田 健吾 先生（鍼灸学博士・専門学校白寿医療学院） 

  

 障害(傷害)部位の的確な把握、正確な取穴、効果のあるテーピング

は、解剖図だけでは追いきれないこともある。他の医療職と比べても

鍼灸師はその特性上、最も体表観察や触診力が求められる職種であろ

う。しかし実際は、学校を卒業した後、再確認する機会もほとんどな

いまま臨床を続けている現状がある。今回は、城田先生による鍼灸に

おける現状の課題とその体表解剖の重要性についてのスライド講義、

実際に骨モデルを用いた上肢体表へのマーキング実技が行われた。 

 

参加者感想： 

 城田先生の講義から、「忘れていた内容を思い出せて、再度基本は

大事だなと思えた」「骨模型が登場してからが特にわかりやすかっ

た」などのコメントが得られた。 

第 2回東部支部研修会 

三島市民文化会館にて 

出席者 10名 

会 員：7名 

一 般（会員従）：1名 

一 般（その他）：2名 
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第 1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 30 年 3 月 24 日（日）午前 10：00 から「三島市民生涯学習セン

ター」にて第 3回東部支部研修会を開催しました。 

テーマ：「鍼灸臨床のための体表解剖」 その 2 

講 師：城田 健吾 先生（鍼灸学博士・専門学校白寿医療学院） 

  

 頭の中で解剖や穴位は理解していても、鍼灸・手技・テーピングなど

の臨床では、より効果を求められるが故に体表から正確に部位を把握

しなければならない。卒業すれば尚更、確認する機会もほとんどない

のが現状である。今回は、前回好評だった「上肢編」に続き、下肢編

について再度、鍼灸における現状の課題とその体表解剖の重要性につ

いてのスライド講義が行われた。また、骨モデルを用いた下肢体表へ

のマーキング実技に加えて、前回は時間の関係上できなかった参加者

どうしでの触診やマーキングも実施した。 

 

参加者感想： 

 城田先生の講義から、「自分を含めて他の参加者がいかにあやふや

な知識のなか臨床を行っているのかを知る良い機会になった」「頚椎

や足部の時間がもっととれるとなお良いと感じた」などのコメントが

得られた。 

 

 

第 3回東部支部研修会 

三島市民生涯学習センターにて 

出席者 19名 

会 員：9名 

一 般（会員従）：7名 

一 般（その他）：3名 

城田先生による講義風景 上肢へのマーキング実技 

下肢へのマーキング実技 骨模型を用いての解説 
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5. 東部支部研修会アンケート結果 

【参加者内訳】 

例年通り、役員外の会員参加者は少数名で、この他に鍼灸マッ

サージ師会会員が少数加わる状況であった。また、一般参加とし

て、会員従業員や学生の参加率が高く、内訳として「東海医療学

園」「白寿医療学院」の生徒の参加が多くみられた。 

【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】 

参加者の大部分が「講座内容に興味があった」「臨床に活用した

い」との理由を挙げ、全 3回の研修会を通して「以前に参加して勉

強になった」との回答が減少している。このため、研修会のリピー

ト率を低下させる要因について再度検討する必要がある。 

【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

容は比較的充実しているものと考えられる。 

【時間配分】 

前年度と比較して、時間が短いとの回答が大幅に増加した。これ

は、第 2回と第 3回の研修内容が座学と実習ともに大変多くの時間

を要する内容であったことによる影響と思われる。 

今後は、研修内容次第で午前と午後の 2部制にするなど単位数や

時間の延長も視野に入れる必要があると考えられた。 

【希望テーマ】 

・英会話の講習を継続的に行ってほしい。 

・臨床に活かせる実践的な鍼灸治療や具体的な症例について。 

・各運動器疾患等の全身骨格筋の状態やバランスについて。 

・鈴木光一朗先生の塾のようなものをやってほしい。 

・筋膜リリースのテクニックについて。 

・筋肉について詳しく扱ってもらいたい。 

【総 括】 

今年度は、研修会参加費とそのシステムが改定されたことにより

以前にも増して会員従業員や学生の参加率が高くなる傾向となっ

た。また、鍼灸学校の行事と重なると学生参加率が顕著に減少し、

相対的に研修参加者が少数となる傾向は変わらないため、今後も研

修実施日の選定は入念に行う必要があると。加えて、研修内容を関

連分野で系統的かつ継続的なものでまとめることや研修時間の延

長、午前と午後の 2部制にするなどの工夫次第では、参加率とリ

ピート率ともに改善できる可能性があると考えられた。 

 

6. 介護保険制度関連報告 
以前から報告のように『はり師、きゅう師』は新たな運営基準のもと

平成 30年 4月 1日から機能訓練指導員の対象資格となった。しかし、鍼

灸師の場合、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師と異なり一定の実務

経験を持つはり師・きゅう師という要件が追加され、一定の実務経験と

して、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必要とされている。 
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7． その他 
【入 会】加藤宏(賀茂郡)※2019.5以降では新入会員あり。 

【退 会】佐々木真(沼津市)、鈴木愼治(富士市)、深澤孝子(伊東市) 

【異 動】なし 

【慶 事】なし 

【弔 事】なし 

     

               

             

             

             

             

             

             

             

このことが、施術所等で開業もしくは勤務している現役鍼灸師にとっ

て大きな壁となり機能訓練指導員として働く鍼灸師はごく少数のままと

いうのが現状である。 

一方で、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、通所介護、地域密着

型（小規模）通所介護には機能訓 

練指導員を人員配置する義務があるが、これら事業所の機能訓練指導員

は全国的に求人難が続いている。2025年には、介護職員が 35万人不足

するとの推計があり、国は外国人労働者を 5年で 30万人以上受け入れ

るとしているが、機能訓練指導員は外国人で補うことができず、この人

材不足はより深刻になる。 

 最近では、鍼灸師が現在の施術所等で勤務しながら、通信教育と週 1

回程度の近隣の機能訓練型デイサービス等の実習に 6ヶ月参加すること

で実務経験証明書と認定証を発行する講座も開設されている。 

今後の日本の介護問題や職域の拡大に興味のある方は、「機能訓練認定

鍼灸師養成講座」で検索してみて下さい。 

おまけの話 

「加重負荷点と経穴」 

 小澤清隆 

◇◆加重負荷点と経穴◆◇ 
力を入れると、重さや加重を感じる点が生じると考える先生方は居

られるだろう。お目汚しとして一つの見方を紹介。 

例えば画像①のように母指への加重(母指で押圧)操作をすることで

太淵付近、肘伸展位・屈曲位問わず尺沢付近に加重負荷が感じられる

であろう。 

次に画像②のように小指へ加重操作をした場合、角度によっては後

谿・小海付近、神門・少海付近と 2 パターンあるいは 4 か所同時に点

として加重負荷点を感じるはずである。 

さて、それは何を意味するか。 

画像① 太淵―尺沢 

画像② 後谿―小海、神門―少海 

後は五行要穴表を引っ張り出して各自考えてみてください。 

動作と経穴(経絡)は、非常に関係が深いと実感するのでは。 

画像① 母指への加重 画像② 小指への加重 
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昔の会報を読む 

◇せいしんかい広報◇ 

Vol.1 No.3 通巻 3より 

昭和 61年 8月 20日 

一口メモシリーズ“特効穴” 

 
“アレルギー性鼻炎 風邪のあとの鼻閉、鼻汁に”少年英（7 頁） 

 アレルギー性鼻炎には、通天の灸がよく効きます。上星、百会、通

天などに置針して針を抜いたところから灸七壮、大椎より効くように

思います。大椎の灸は熱が出る患者さんもいますが頭の灸は熱があり

ません。 

 風邪のあとの鼻閉、鼻汁は五処のあたりに“圧痛”又は“圧快”があ

ります穴をさがして指圧している間に鼻が通ってきたこともありまし

た灸七壮、よく鼻がとおります。つまっている方の側を多壮します。 

 アレルギー性鼻炎の患者さんは若い方が多いのですが鼻炎の方は頭

部の灸をあつがりません。 

 穴名 通天、百会、上星、五処 

 効用 アレルギー性鼻炎、風邪のあとの鼻閉 

 

“すべての穴が特効穴なり” 後藤洪基（7 頁） 

 「A さんでは効果があるが、B さんでは結果が出ない、特効穴とは

なんぞや？」 

 選穴は正しいのか、経穴は左か右か、病状、病位、鍼は経に対し随

か？迎か？鍼の太さ、長さ、機質の種類は？刺入の深さ、留置、じゃ

くたく、鍼は右捻りか？左捻りか？前処置は必要か？等々を論せずに

特効穴を語るのは、いささか矛盾している。………が、ここではス

ペース的に困難なので省略する。 

 五十肩等肩が冷えて痛む時、同側の照海穴（腎経）に補法を行えば

首肩に暖かみが生じ病状が改善される。また中極に行えば陰部から大

腿内側にかけて暖かみが生ずる。但し、後谿穴は首から上にしか効果

を生じない。従って、私にとっては、穴の性格を考えるならばすべて

の穴が特効穴である。 

 

“鼻炎、鼻づまり” 津村昌保（9 頁） 

後頭部より上星にかけての「督脈経」及び「足の太陽膀胱経」の散

針は「鼻疾患」に効果をかがることが多いです、時に置針をすること

もありますが、この場合は慢性的に移行している場合が多いです。電

気針は不可です。 

 
 
 

※注意 

上記文は、句読点や漢字の使い方などすべて含めて原文のまま引用し

てあることをご了承ください。 

ご縁を いただいて総務の任を受けているのだが、いい加減荷物の

多さに困ることも多い。中でも伊豆マラソンで使用したブルーシート

とユニフォームだけでシェルフ棚を 2段も占領して、鍼などの備品を

置くスペースもない状態である。 

そんな荷物の中に段ボールひと箱、ぎっしりと過去の遺産というべ

き先人の知恵が詰まった県の会報がある。記事も多々あるので、掘り

起こして紹介したく思いスペースを拝借しての転載です。 

昔の会報を読む 
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  【編集後記】 

 大変遅くなりすみません。平成 30年度の一括発行です。 

皆様、ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか？今年は特別に大型連

休をとることもできたため、実際に飛行機や新幹線、車での長距離移動をした

方も多かったのではないでしょうか。 

こういった場合に、気を付けなければならないのがエコノミークラス症候群

です。エコノミークラス症候群とは、食事や水分を十分に取らない状態で、車

などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないことで血液粘度が高まり、

生じた血栓が血管中を流れて、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがある

ということです。 

一方、季節がら「最近、足がよくつる」などの相談も多く受けています。人

それぞれ要因は様々でしょうが、中医学では気候の変化が激しい春先から多い

肝の病証ともされ、現代医学においても肝硬変でよくみられる症状の一つで

す。これらは、それぞれ内服薬として芍薬甘草湯やカルニチン製剤が有名で症

状の緩和がみられますが、つまり何らかの原因により下肢に血行障害や代謝異

常を生じているサインです。   

特に下腿の筋群は、「立つ」「歩く」などの動作や姿勢を維持する役割のほ

か、下半身の血液を心臓に戻すポンプの働きも担っています。新鮮な血液を全

身に送り出す心臓にたとえて、下腿は「第二の心臓」ともいわれています。反

面、これら下腿を鍛えることで、転倒予防や運動能力の向上、冷えやむくみの

改善のほか、代謝が促進され免疫力が向上するなどの効果も期待できます。そ

のためまずは、日常的に食事の栄養バランスや十分な水分摂取に努め、立位時

には下腿のポンプ運動（踵の上げ下げ）、座位時には貧乏ゆすりをするなどの

運動も取り入れてみてはいかがでしょうか。 

新たに始まった「令和」が会員の皆様にとりまして健やかな時代となります

よう心よりお祈りしております。 

（植松佑介） 

植松佑介先生から会報を送信してもらってから、少し私のところで寝かせて

おりました。違うことでバタバタしていたのですが、今回、20年ぶりに全日本

鍼灸学会に参加するために名古屋へ行ってきました。 

最後に参加した 20年前から、ずっと変わらず両手両足の血圧を測定して全

身の自律神経の状態を客観化する研究をしている先生もおり、思わず感動しま

した。 

参加された先生方は研究発表よりも教育公演系の方へ行かれている方が多い

ようで、ポスター発表は終始大学生の卒論発表会のような感じでほのぼのして

おりました。たまには自分でできない実験の結果を見るのも楽しいものです

ね。ただ、自分がスポーツ科学系の出身であるだけに、症例報告だけは未だに

腑に落ちません。「一例で発表？？」とつい思ってしまい、臨床系の発表に今

一つ頭が追いついていきません。 

(小澤清隆) 
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