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ニュース news ・ 会活動 
 

京都府東洋医療４団体での共同提出 

京都府へ新型コロナ対策への支援要請 

 

９月３０日午前１１時、京都府庁内議員棟にて京

都府議会議長田中英夫議員と面談し、新型コロナ対

策として鍼灸マッサージ独自支援を要請。医療機関

や介護サービス事業所等と同様に、支援金、慰労

金、経費等の給付対象を求めた要望書をお渡しまし

た。  

尚、本要望は京都府の障害者団体連名・京都府鍼

灸師会・京都府柔道整復師会・京都府鍼灸マッサー

ジ師会の四団体の代表の共同提出となります。 

 

《10月12日 西脇京都府知事へ支援要請 》 
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日を改め、１０月１２日午前１０時４５分、京都府庁内にて西脇京都府知事に直接、要望書を提出しまし

た。１５分ほどお話しする時間があり、公益団体として京都府・京都市のイベントに参加協力、医療・介護

施設での我々の現状を訴えてきました。 

                                    【 報告 朝田 聖二 】 

 

お知らせ・ご案内    information 
 

杉山和一像が完成 江島神社でお披露目 

  

  

江戸時代の鍼医で、「管鍼法」の創始者、「盲人教育

施設の創設」で知られる杉山和一検校。今年、生誕４１

０年を迎えたことを受け、藤沢市鍼灸・マッサージ師

会が、和一の墓所がある江の島に記念の銅像を設置。

９月４日に奉告祭が行われ、一般へお披露目されまし

た。 

「後世に検校の功績を残し、縁を伝えたい」と、同会

が中心となり昨年１０月より銅像建立費用を全国に募

り約９００万近い寄付金が集ったとのことです。 

福石と石碑の側に設置された杉山和一像 

杉山和一木造坐像 見つかる!!  管鍼法の祖「文化財級の価値」 

昨年からの調査の中で、長年行方不明となっていた、和一自身が作らせた木造坐

像が江島神社から見つかるという吉事も。木像は修復作業を経て「杉山祭」で銅像

と木像のお披露目を予定されていましたが、コロナウイルス感染拡大の影響で延期

になっていました。現在は奉安殿で公開されています。 

 

 

 

 

杉山検校銅像 寄付銘板に「京都府鍼灸マッサージ師会」の名前が刻印 

 昨年１０月開催の「東洋療法推進大会 in神奈川」への参加以降、京都府師会の田口幸三郎先生の呼びかけ

で本会でも寄付金を募ってまいりました。そして、「杉山和一検校生誕４１０年記念像建立委員会」まで本会

会員の皆様の真心が届けられました。 

検校像石台の裏面に本会名が刻まれております。 

江の島へ行かれましたら、是非、立ち寄ってみてはいかがでしょう。 

 

 
修復中の杉山和一木像。高さ約50cmで座禅を組む袈裟姿。 

（ 写真：藤沢市鍼灸・マッサージ師会 ） 

 

https://www.townnews.co.jp/0601/images/a000990895_01.jpg
https://www.townnews.co.jp/0601/images/a000945259_04.jpg
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※ 杉山
すぎやま

和一
わいち

検校
けんぎょう

 （藤沢市鍼灸・マッサージ師会ホームページより） 

杉山検校は慶長15年（1610年）、伊勢国安濃津（三重県津市）にて津藩主・藤堂高虎の家臣・杉山権

右衛門重政の嫡男として生まれた。幼くして失明し家督を継げず、江戸に出て盲人鍼医・山瀬琢一に師事、

和一と名乗る。しかし、和一は物覚えが悪く不器用だったため師から破門され、失意の中で江の島に辿り着

き、21 日間の断食修行を行った。満願

の日、いつもの如く海岸沿いの岩屋洞窟

まで参拝した帰り、精根尽きて石に躓き

倒れたところ、木の葉に包まれた松葉が

手に触れ「管鍼術」の着想を得たとされ

る。これぞ弁財天の啓示であると感謝

し、その後管鍼術を極めて江戸に再び戻

り、５代将軍・徳川綱吉の侍医となった。

和一が躓いた石は縁起の良い石という

ことで「福石」（臥牛石）と呼ばれ親しま

れている。 

検校の地位を賜った和一は、幕府より拝領した家屋敷内に鍼治講習所を設立、盲人鍼医の育成に努めた。

ゆえに「管鍼術の祖」とされ、盲人教育の世界初の創始者とされています。 

【 報告 江田 元一 】 

       
 本会の行いました新型コロナ禍におけるアンケート調査から会員の約9割の施術所が患者減、収入減と営

業を継続する上でも非常に厳しい状況が明らかになっております。 

これらの状況は、全国的傾向となっています。また、現在、日本の鍼灸等への受療率は５％程度と体調に

問題があってもなかなか鍼灸マッサージ施術を受けてみようとはなっていないようです。そんな中、集客に、

リピータ確保に、患者様とのコミュニケーションツールとして、業務の効率化、電子カルテ化等に利用でき

るアプリケーションソフトが提供開始されます。鍼灸院/鍼灸整骨院のwithコロナ/afterコロナ時代への対

応として、予防・健康・美容等に関心がある「鍼灸の潜在顧客層」を新たに開拓するというものだそうです。 

 

「鍼灸つながるプラットフォーム」サービスの提供が開始 

セイリン株式会社から、鍼灸院と受療者がオンライン上で様々な情報交換・ コミュニケーションを行え

るサービス『鍼灸つながるプラットフォーム™』が2020 年 9 月 1 日より開始されましたので紹介致し

ます。 

チラシを同封致しますので、一度お試し頂きたいと思います。ただ今、３ヶ月無料お試し期間となってい

るとのことです。尚、詳しい説明等のご希望があれば、少人数制にて説明会を開催させていただきますので

本会まで連絡ください。       

※ 説明会の参加人数の集約をいたします。 

会館事務所 電話番号 075-803-6078 

【 学術部 江田元一 】 

ご 紹 介 
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１．指導要請 

 京都市医務衛生課へ１件 

  内訳）国家免許者による違法広告 

 

２．要望文書送付 

 送付先 木津川市役所 広報きづがわ 担当者 

 

◇◇◇  会員の皆様～法制部へ情報提供をお願いします  ◇◇◇ 

無免許業者によるビラやチラシ等の案内、看板、施術等の情報提供を 

本会事務所へお寄せください。 

TEL075-803-6078 FAX075-821-2390 
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会員掲示板  
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い 

 

                                （公社）全日本鍼灸マッサージ師会  

                                              会         長 伊 藤  久 夫 

災害対策委員長 仲 嶋 隆 史 

 

平素より災害対策委員会にご理解いただき感謝申し上げます。さて、報道でご承知かと存じますが兵庫県の

マッサージ施術所で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しました。まだまだ感染症の脅威は隣り

あわせであると気が引き締まる思いです。今年初旬のような感染者数が出なくなったとして規制が徐々に緩

和され様々なGOTO キャンペーンが展開される今、人々の新型コロナウイルス感染症に対する警戒が少し

緩んできているように思われます。今回クラスターが発生したマッサージ施術所もお気の毒ですが、明日は

我が身と思いさらなる警戒をお願いすると同時に会員各位に感染予防対策の周知徹底していただきますよう

よろしくお願い申し上げます。また（公社）全日本鍼灸マッサージ師会のHPにも新型コロナウイルス感染

症ガイドラインが掲載されています。是非参考にしてください。あと、チェックリストともし感染者が出た

場合のシミュレーションを添付しています。参考にしていただければ幸いです。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における 

衛生上の職場の対応ルール（例） 

 

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応に当

たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の実態に応じて、ご活用ください。 

※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや社内のイントラ

ネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。 

 

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告に関すること 

 

（１）ＰＣＲ検査を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告する。また、ＰＣＲ

の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に報告する（結果が陰性であった場合

も含む）。 

 

（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対策本部や対応窓口

が設置されている場合には当該部門）に報告する。 

 

（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。 
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※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行う関係者を定めること

とする。 

 

２ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること 

労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機などの保健所の指示に

従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される場合に備え、事業場ごとに保健所と

の窓口となる担当者を決めておく。また、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロ

アの見取り図を準備しておく。 

 

３ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 

職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従い、特段の指示が無

い場合には、以下の方法によって実施する。 

 

（１）消毒を行う箇所 

① 陽性者等の執務室 

パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、

陽性者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面

や壁など陽性者等が接触したと考えられる箇所 

② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース 

食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのドアノブや照明スイ

ッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触したと考えられる箇所 

 

（２）使用する消毒液及び使用方法 

陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の次亜塩素酸ナト

リウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性者由来の液体（痰、血液、排泄物

など）が付着した箇所の消毒については、消毒用エタノールや0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリ

ウムで清拭又は30 分間浸漬する。 

 

（３）消毒時に使用する保護具 

清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護

するものなどの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパー

タオルなどを用いる。また、手袋は滅菌したものでなくても差し

支えないが、頑丈で水を通さない材質のものを用いる。 

 

（４）消毒後の手指の衛生 

消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、

手指消毒用アルコール等による手指の衛生を必ず行う。 

 

※ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を同封しておりま

す。事業者による自主点検用にご利用下さい。 
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学術・技術    Academic & Technical skill 

今年の冬はインフルエンザと 

新型コロナウイルス（COVID－19）同時流行に注意を 

日本感染症学会は、今冬のインフルエンザ診療は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）との同時流

行という難題に直面し得る。「流行が重なれば重大な事態になる」と危惧すると日本感染症学会は、その対処

法を提言「今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」を発表しました。 

 私たち「あはき業」の施術においても今期の冬、熱発患者や風邪に患者にどうのように対応するか重要な

課題となります。 

日本感染症学会提言から（本提言は7月時点での情報をもとに作成しておりますので、検査法に関する新し

い技術やエビデンスの発表を受けて適宜改訂されることをご理解いただきたいと前置） 

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の伝播モデルから、今後の流行を推測した研究によると、この冬

にはCOVID-19の大きな流行が起こると予測されています。これに季節性インフルエンザの流行が重なっ

た場合、一般の診療所や病院の外来診療の現場は、混乱に陥ってしまう可能性があります。海外からもイン

フルエンザとCOVID-19の混合感染の症例も、相次いで報告されています。 

今年の冬は、インフルエンザなのかCOVID-19なのか、あるいはインフルエンザとCOVID-19の混合

感染なのか、またはそのどちらでもないのか、など様々な状況に対処しなければならないと考えられるので

す。今の段階で、どのような備えを検討しておくべきなのか。その対処法を以下のようにまとめています。 

COVID-19 では無症状感染者が高頻度に存在すること。無症状であっても気道のウイルス量が多く、発

症直前に最大量となり感染性が強くなります。そのため、症状から感染者を診断し、隔離することは困難だ

と考えられます。一方のインフルエンザは無症状感染の割合は低く、また発症1日前から気道にウイルスが

存在しますがウイルス量は少なく感染力は弱いのです。発症2日目になると気道のウイルス量が増加し迅速

診断で陽性化しますから、インフルエンザは原則、発熱を指標に診断し患者隔離が可能になります。しかし

ながら外来診療の場では、インフルエンザでの突然の高熱、COVID-19 での味覚障害や嗅覚障害などとい

う特徴的な症状がない場合、臨床症状だけで両者を鑑別することは困難と思われます。 

臨床症状に加えて、流行状況にも着目すべきと言っており、COVID-19 流行レベルの目安を示していま

す。COVID-19は、地域によって流行状況に大きさ差異があります。 

COVID-19 患者が発生している地域でインフルエンザが流行した場合は、両方の患者に遭遇する可能

性があり、可及的に両方の検査を行うことを推奨しています。SARS-CoV-2の検査については、流行レベ

ルに合わせた対応指針を提示。COVID-19 患者が発生している地域でインフルエンザが流行した場合は、

両方の患者に遭遇する可能性があります。その際、臨床症状のみでインフルエンザ治療を行うとCOVID-19

を見逃してしまう恐れがあります。ですから提言では、COVID-19 の流行が見られる場合は、インフルエ

ンザが強く疑われる事例を除いて、「可及的に両方の検査を行うこと」を推奨しています。 

日本感染症学会ホームページ参照 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf 

このように日本感染症学会からは提言として診療への対応が発せられました。 

私たちの施術所においても今期の冬に備え「風邪」「インフルエンザ」「新型コロナウイルス」感染症の特徴

を学習し、適切な対処と患者対応に気をつけて頂きたいと思います。 
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風邪とインフルエンザとCOVID－１９の違い 

 この資料は、COVID－１９に関する科学論文、新型コロナウイルス情報発信サイト、症例報告等から作成 

 風邪 インフルエンザ COVID-19 

原因 アデノウイルス・ライノウ

イルス RSウイルス 

インフルエンザウイルス 

（A型・B型・C型） 

新型コロナウイルス 

（S型・K型・G型）変異の可能性 

無症状感染 鼻汁や唾液で感染 １０％ 

無症状患者ではウイルス量は少量 

数 ％ ～６０％ 

無症状患者でもウイルス量多く、感染力大 

潜伏期 経過が緩やか １～２日 １～１４日（平均5.6日） 

ウイルスの 

排出期間 

 ５日～１０日 

（多くは５～６日） 

遺伝子は長期間検出するが 

～１０日以内 

排出ピーク  発病後２～３日後 発病の１～２日前（感染４～５日後） 

症状の有無 初発症状は鼻咽頭の乾燥感 

くしゃみ 

ワクチン接種の有無で程度の差があ

るがしばしば高熱を呈する 

熱発に加え味覚障害・嗅覚障害を伴う 

症状 のどの痛み、鼻水、鼻づま

り、くしゃみ、せき、痰 

頭痛、発熱など 

３７度～３８度程度 

高熱（３８～４０度）、頭痛、関節

痛、強い寒気、せき、強い倦怠感、

のどの痛み、鼻水 

全身倦怠など 

肺炎やインフルエンザ脳炎などを合

併して重症化することもある 

感染から～３・４日：無症状や空咳 

嗅覚・味覚異常 疲労感 

４～５日：発熱、微熱平熱を繰り返したり 

37.5度以上が続く、または38度以上に 

症状の急激悪化 

筋肉痛、関節痛、その他の症状 

８～９日で重症化、息切れ(ARDS) 肺炎  

症状の現れ方 比較的ゆっくり 急激に発症 無症状から急激悪化など 

潜伏期 経過が緩やか １～２日 １～１４日（平均5.6日） 

症状の現れる 

部位 

のど、鼻など局所的 

 

 

全身に数時間単位で現れる  のど、鼻、関節、頸部、頭部、筋肉 

神経痛（全身）皮膚（発赤） 

脳・心筋梗塞（血栓）、肺（肺炎像） 

会報８月号掲載のCOVID-19の症状と合わせてご活用ください。 

 

厚生労働省は、秋以降に季節性インフルエンザの流行期に入ることから、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）への対応も踏まえた体制整備に関する通知を都道府県、保健所設置市、特別区宛の通知を発

出しました。これら発熱を伴う疾病を臨床的に鑑別することが困難とされることから、住民は発熱などの症

状が出た場合には、まずかかりつけ医など地域の医療機関に電話相談し、診療や検査についての案内を受け

ることを柱に、「帰国者・接触者相談センター」への電話を求めてきたこれまでの方針から大きく転換します。 

当面は現行の「帰国者・接触者相談センター」が患者を振り分けるという体制が続きますが、体制が整った都道

府県から周知されていきます。 

秋以降、発熱者は「まず地域の医療機関（かかりつけ医）に電話」ということになります。 

あはき施術所等への来院患者対応の参考にしていただければ幸いです。 

帰国者・接触者相談センター（受診相談センター）の連絡先 

当面は、京都市以外の京都府にお住まいの方 電話075-414-4726  

京都市にお住まいの方 電話075-222-3421  

 【 学術部 江田元一 】 


