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ニュース news ・ 会活動 

令和元年 中央学術大会報告 
メインテーマ「現代社会における鍼灸マッサージ師の役割」 

１１月１７日（日）京都社会福祉会館第５会議室において「中央学術大会」が開催されました。 

開講式は、山内副会長の挨拶で始まり、京都府及び京都

市からのご臨席とご挨拶を頂きました。西脇隆俊京都府

知事からのお言葉を丸毛信樹京都府健康福祉部医療課医

務・看護担当課長より、門川大作京都市長からのご挨拶

を南部美紀子京都市保健福祉局医務衛生課担当課長より

頂きました。公開講座６７名、学術講演３５名、延べ

102 名の参加（会員３０名、一般３６名、学生７名）

でした。 

１１月１７日（日） 京都社会福祉会館にて開催 
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【公開講座】首都大学東京健康福祉学部教授である竹井仁先生による「肩こり＆腰痛が劇的に解消～筋膜リ

リースのやり方」。筋膜の構造とコラーゲンやエラスチン線維の特徴の説明のあと、筋膜リリースの目的とや

り方について実技もあり、セルフ筋膜リリースを参加者全員で体験しました。 

【学術講演１】明治国際医療大学の田口玲奈先生による「不妊症の鍼灸治療」の講演では、不妊治療に関す

る最新情報や諸外国の研究が報告ました。体外受精-胚移植への

鍼の効果についてランダム化比較試験（RCT）による臨床研究

などが報告されました。また、諸外国の鍼治療が内分泌系や子

宮及び卵巣の血流動態に影響を与える研究と検証では数回の鍼

施術や疑似鍼等による報告で日本の継続的な治療による結果の

検証は未だ無いとのことでした。後半、治療体験も行って頂き

ました。 

【学術講演２】関西医療大学保健医療学部教授の鈴木俊明先生

による「体幹と骨盤の評価と運動療法」についての講義と実践

でした。様々な疾患による体幹筋の神経、筋機能を正常化させるためには動作に伴う体幹筋の正しい動きを

知ることが重要である。座位と立位での側方移

動にともなう筋の働きが同じ筋でも部位によっ

て異なること、①座位保持に必要な体幹機能、

②座位での側方移動、前方移動で必要な体幹機

能、③立位での側方移動で必要な体幹機能を中

心に動作による筋群の働き、筋肉の部分的緊張

を内腹斜筋の斜走繊維と下部横行繊維の筋電図

データ等から機能と動作を解説、実践を交えな

がら説明を受け、リハビリに必要なポイントを

丁寧に解説していただきました。                       【学術部 江田元一】 

第１８回東洋療法推進大会 in神奈川開催 
第18回東洋療法推進大会が10月20日、21日の2日間、新横浜プリンスホテルにて全国から延べ

800名を超える参加者がありました。大会のテーマ「令和元年未病治宣言～新たな時代へ～Let’s go 

sailing!・・」と題し、特別講演には、神奈川県立保健福祉大学学長中村丁次（ナカムラ テイジ）先生が「未

病治と栄養学〜医食同源の実践が世界を救う～」をテーマに講演されました。また、各委員会の講演や臨床

発表があり、意見交換がなされました。閉会後、江の島見学ツアー「杉山和一検校の生涯と功績」が催行さ

れました。特別講演、分科会等の詳細は同封の報告集にてご覧下さい。          【広報部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

江の島見学ツアー 第 18回東洋療法推進大会in神奈川の様子 
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「杉山和一検校生誕410年記念像建立 寄付金のお願い」 

この度、私達は杉山和一の歩いた道をたどりながら江島神社に参拝する機会をいただきました。 

そこで私達はお祓いを受け、朝田会長が玉串を奉奠（ほうてん）しました。 

この貴重な学びと参拝の機会を頂いた神奈川県師会に感謝し「杉山和一検校記念像の建立」の寄附金募集に

ついて、紹介させて頂きます。 

建立の趣意より抜粋 

日本の鍼灸手技療法の中興の祖である総検校杉山和一の生誕 410 年を記念し、管鍼術の発祥の地であり、

また、杉山検校の眠る縁の深い江島神社内に記念像を寄進し、杉山検校の先見性のある偉大な功績を多くの

人々に伝え永く歴史にとどめると共に、歴史的文化財の維持、学術の興隆と普及を図るものである。 

建立される像は13代将軍家定の幕府医官平塚検校が作成させたもので、鍼と鍼管を持たれたお姿の像をモ

デルとしたミニレプリカです。 

建立する記念像は、どなたでも手で触れられるようにする計画です。 

記念像寄付金募集概要 

1，寄付金の目標額  1,000万円 

2，募集期間     令和2年4月30日まで 

3，寄付の方法    法人・団体：一口1万円    個人：特に定め無し  

4，申し込み・連絡先 

法人・団体窓口  京都府鍼灸マッサージ師会から寄付をされる方は本会の窓口にお渡し下さい。 

京都府鍼灸マッサージ師会において、募金箱を設置し団体名で寄付をします。 

   個人・ 下記に直接お申し込みされるか、本会にお届け下さい。本会から個人名で寄付をします。 

    藤沢市鍼灸マッサージ師会 杉山和一生誕410年記念像建立委員会事務局 

     ℡/Fax 0466－28－8981 平日10時～15時 

      E-mail  fujishin@adagio.ocn.ne.jp 

【広報部長 田口幸三郎】 

 

都道府県師会会長会議 
11月17日（日）東京で全鍼師会都道府県師会会長会議が、開催された。全鍼各

委員会より事業報告、東洋療法推進大会 in徳島の案内、各都道府県師会の報告があ

り、東洋療法推進大会の今後、認定訪問マッサージのメリット、全鍼協同組合の出

資について、全鍼連盟の会費について意見交換がありました。  

【会長 朝田聖二】 

 

南老人福祉センター府・市民健康教室報告 
１０月３１日（木）南老人福祉センターにて１３時３０分～中井 尚先生による「呼吸とストレッチ」の講演、

１４時１５分～鍼マッサージ体験が行われました。中井先生は普段何気なく行っている呼吸を口呼吸から鼻

呼吸へ、胸式呼吸から腹式呼吸に意識すること、呼吸のリズムを長く深く一定のリズムで行う練習を実際に

参加者と一緒に行いました。呼吸により過度な酸素を取り入れるのではなく、適正な量の二酸化酸素を出す

mailto:fujishin@adagio.ocn.ne.jp
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ようコントロールするように指導され、呼吸の練習により実感した参

加者からは納得の声があがっていました。 

鍼マッサージ体験では予約２８名中キャンセルが８名ありましたが当

日のご希望５名を加え合計２５名の方に体験してもらいました。毎年

熱心に参加される方も多く、先生方は名刺を求められ、健康に関する

話も盛り上がっていました。朝田会長、田口先生、江田先生、山内先

生、中井先生、竹中先生、深山先生、竿田先生、高橋聡先生、漆谷先

生、末野先生に感謝申し上げます。鍼マッサージ体験後は洛陽健康倶

楽部にて恒例の懇親会が行われ、戸中副会長も参加して楽しいひとと

きを過ごせました。来年１月３０日（木）には上京老人福祉センター

で講師江田先生にて行います。先生方のご参加をお待ちしております。                          

【洛中ブロック長 吉舎定良】 

東山区特別養護老人ホーム 

「洛東園」にてマッサージ巡回施術 
10 月２０（日）１３時～１６時東山区の特別養護老人ホーム「洛

東園」にて、マッサージの施術を行いました。今回は沢山の入所者

へのマッサージ施術を行い、大変喜ばれ、色々なお話をさせていた

だきました。楽しくそして、勉強になるお話しもありました。介護

職員の方は背中から腰にかけてカチカチで疲れてる印象がありました。受療者４６名、ご参加下さった先生

方、お疲れ様でした。ありがとうございました。            【洛東ブロック長 大杉芳正】 

法 制 だ よ り    今月の報告 

 

啓発活動 

 日時 １０月２７日（日）９時～１４時 

 場所 周枳公民館（京丹後市大宮町周枳） 

 「第３２周枳区民文化祭」にて無料体験施術を実施し、啓発グッズの配布も行った。 

 （参加者３名、受療者２８名） 

このイベントでは、毎年、上地悦信先生、上地克佳先生、協力者として上地ヨシ子様が、マッサージ体験、

無免許者対策を目的として参加されています。 

また、無免許者対策に関しては、数十年前から、違法広告、違法施術があれば、上地先生が自ら保健所へ

出向き、指導要請を行っていただいています。この地道な活動により京都府北部地方は違法広告、違法マッ

サージはゼロに等しい状態にあります。 

長年に渡る活動を、本当にありがとうございます。 

 ◇◇◇  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 

【法制部長 山﨑宣彦】 
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会員掲示板  

伏見支部結成５０年を振り返る 
 私は、昭和３３年（１９５８年）４月１日に東山支部に入会いたしました。 

 その後、昭和４２年（１９６７年）８月下旬に伏見区に移りましたが、当時は支部もありませんでしたの

で東山支部にお世話になり、昭和４４年（１９６９年）１１月３日の文化の日に関野光雄会長の善意のもと、

区内にある藤森神社で数名が社殿の前にひざまづき、宮司さまの力のこもった御祈祷でお祓いを受けた後、

社殿の東の庫裏に移動して暖かい陽射しの中で一同が車座で参加者の自己紹介がありました。関野会長、左

京支部の大越支部長さまがおみえでした。 

 その後、関野会長より支部長に飯塚氏、会計に松本氏が発表され、大戸氏、片岡氏、村上氏、その他若干

名のご指名で皆様にお神酒が配られて、関野会長の音頭で三本締め、万歳三唱で支部の発展をお祝いいたし

ました。 

 昭和４５年（１９７０年）１月１日付けで伏見支部も誕生して本会に入会いたしました。 

結成後は会費も乏しかったので、片岡氏が、松本会計が集金に行くと２、３人分の会費を下さったそうです。

大戸先生は東京の全鍼師会会館や九条にありました鍼灸マッサージ会館にも多額のご寄付をしていただきま

した。会の発足後より年配の先生方のご援助を受けて、本部の行事や支部の研修会、総会、懇親会なども賑

わいました。これもみな、髙野實会長さまや、福山純一先生のお力の賜、数名の支部長のご協力で会員６０

名以上になり、関野会長さま、支部新年会で支部の発展を喜んでお神酒を重ねておられました。 

 昭和、平成、令和元年、伏見支部は洛南ブロックと名称も変更して、ブロック長北田義博先生が渡守貞子

先生にかわり、会員をご指導、お世話になっております。会員の先生方、洛南ブロックを宜しくお願い申し

上げます。 

 関野会長の後を引き継がれた足刈辰雄会長さま、白畠庸会長さま、髙野實会長さま、朝田聖二会長さま、

本会のご発展にお世話になりました。 本部役員の先生方に深く感謝を申し上げます。 

 会員の先生方、本会のご発展をお祈りいたします。令和元年９月２９日記す 

【洛南ブロック 松村ヨシ子】 

第１９回和歌浦ベイマラソンケア参加報告 
１０月２７日（日）７時～１５時まで和歌山マリーナシティにて和歌山県鍼灸マッサージ師会、和歌山県柔

道整復師会による和歌浦ベイマラソンケアが行われ、昨年に続いて参加させて頂きました。２つの団体がス

 

格安でホームページ作成のお手伝い!! 
 

近くの治療院検索にあなたの治療院情報を提供できるホームページ作りませんか？ 

ホームページミニ版作成のお手伝いをします。 

費用は、格安の２００００円程度（消費税別）  

詳細は会館事務所 広報部 ＩＴ委員会まで 
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ポーツマッサージとテーピング・外傷処置というお互いの分野を尊重しながら１つのテント内でケアを行う

気持ち良いブースでした。マッサージブースが混んでくると柔整ブースのベッドを分けて使わせてもらった

り、怪我をしているとわかれば、すぐに柔整ブースに連れて行ったり、仲が良いとはこういうことだと実感

できるケアブースでした。和歌浦ベイマラソンは２ｋｍ、３ｋｍ、５ｋｍ、１０ｋｍ、１５ｋｍ、ハーフマ

ラソンという細かい距離設定により家族みんなで参加しやすくなっています。またレースを行っている間、

ステージでは色々なバンドがジャズを演奏して雰囲気を盛り上げ、広いスタートゴール会場にはたくさんの

飲食店が出店しており、こちらも家族が１日中楽しめるようになっていました。８時間という長いケア時間

でしたが、和気あいあい楽しく１４８名の方にケアさせてもらいました。宮本会長はじめ和歌山県師会の皆

様にはお世話になりました、感謝致します。また来年も出来る限り機会を作って勉強に行きたいと思います。                                                             

【洛中ブロック 吉舎定良】 

加古川２デイマーチマッサージケア報告 
日本晴れの１１月１０日（日）朝１０時、兵庫県鍼灸

マッサージ師会主催の加古川２デイマーチマッサージケ

アが行われ、参加しました。賀内兵庫県師会副会長、賀

内ご子息(受付)、兵庫県師会の先生方３名とベッド３台

にて１６時まで７２名にケアしました。まず受付を済ま

せた方は賀内副会長によるストレッチ指導が１０～２０

分行われます。ここでお帰りになる方もいらっしゃいま

す。更にご希望の方はベッドにてケアを受けます。７２

名のうちベッドには９割以上いらっしゃいました。 

加古川市役所から出発し市役所に帰ってくる５ｋｍ、

１０ｋｍ、２０ｋｍのウォーキングコースを土日の２日間で６,８７１名の方が楽しみました。風は冷たかっ

たですが雲一つないウォーキング日和でした。今年で３０年という長い歴史あるイベントで、地元の和太鼓

なども演奏されイベントを盛り上げていました。マッサージはブース一番端という場所にもかかわらず１６

時終了までたくさんの方が来場されました。賀内副会長、兵庫県師会の皆様お世話になりました。私は来年

２月２３日（日）の姫路マラソンケアも参加予定ですので宜しくお願いします。 

【洛中ブロック 吉舎定良】 

 

岡山マラソンマッサージケアスタッフ参加報告 
１1月10日（日）、6時30分～16時岡山総合運動公園特設ケアテント内にて、鍼灸マッサージ、柔整な

どスタッフ総勢約100人体制の中、参加させていただきました。 

中でも、レース直前のケアでは、主にストレッチとテーピングが施されました。 

私自身まさに本番直前の身体を診るという機会があまり無いため、非常に良い経験をさせていただきました。 

思考と肉体はもちろん非常に関係しています。不安を聞いてあげるだけで筋肉は緩みます。 

スポーツにテーピングはセットのようになっていますが、メンタルにおいて弱い人ほどベタベタと張りたが

ります。岡山県師会においては、事前講習としてテーピングをとりあげており、その成果か非常にてきぱき

と、かつ上手にされておられました。非常におもしろく楽しい一日を過ごさせていただきました。 

感謝の言葉を述べた後、岡山の先生方から、朝田会長をはじめ京都の先生方によろしくとのことで、その場

を後にしました。                          【北京都ブロック 吉田直樹】 
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福岡駅伝ケア報告 
２０日(日)開催の福岡駅伝ケアの報告です。１１月１６日(土)京都府社会福

祉協議会と京都府柔道整復師会のケアプラン作成合同研修を終え、最終の博多

行き新幹線に乗り０時３０分にベッセルイン博多中洲へ投宿、翌朝７時に博

多駅近くの福岡県鍼灸師会会館で福岡スポーツ鍼トレーナー部会の先生方

と待ち合わせ、突田 尚男(つきだ ひさお)副部会長の運転により約１時間、

筑後広域公園のスタートゴール近くに設置されたケア用テントまで移動し

ました。福岡駅伝は県内の市町村対抗形式で３０.１kmを９区間で走りま

す。中学生から一般まで、それぞれ年齢が決められた区間を走りタイムを

競います。６０チームも参加するため、会場は早くから熱気に包まれていました。施術ベッド８台、スタッ

フ１８名でケア５０名弱と余裕ある態勢で行われました。熊本県の橋本

先生・青木先生もケアに参加され、親交を深めることが出来ました。九

州大会２位の宮崎県高校女子バスケットボール部トレーナーをされてらっ

しゃる大牟田先生や久留米鍼灸マッサージ師会中村会長、山門鍼灸マッサー

ジ師会椛島会長など多くの先生方と交流出来ました。帰りは福岡県鍼灸マッ

サージ師会矢津田総務部長に博多まで送っていただき、ご自宅にお招きいた

だいて新幹線待ち時間を楽しく過ごすことが出来ました。突田先生、矢津田

先生、スタッフの皆様お世話になりました。京都にいらっしゃる際は是非ご

連絡ください。 

【洛中ブロック 吉舎定良】 

 


