
 

 

 

 

 

第１７回 

東洋療法推進大会 in鹿児島開催される 
 １０月１４日（日）・１５日（月）、全国から

述べ８００名を超す参加で「鹿児島サンロイヤ

ルホテル」において開催された。今年の大会テ

ーマは「明治維新１５０年と東洋療法～敬天愛

人～」。NHK大河ドラマの「西郷どん」で注目

が鹿児島に集まっていることもあって特別講演

には「西郷隆盛の文明観」と題し志學館大学人

間関係学部原口泉教授による講演。分科会では

「災害時の鍼灸マッサージ師の役割と課題」に

ついての講演と全国各地で起る災害において鍼

灸マッサージ師は何ができ、何に役立ち、結果

について客観的評価はできているのか、自己満足になっていないだろうか等フロアーとの意見交換もあり

第１７回 

東洋療法推進大会 in鹿児島  １０月１４日～１５日 

開会式    

 



  

 

大いに議論が深められた。保険推進委員会の分科会では来年1月よりスタートする「はりきゅうの受領委

任制度」及び「あん摩マッサージ指圧の受領委任制度」について二部構成での講演があり疑義照会発出と

その説明があった。会場からは今後の対応や保険者の動向など不安の声も聞かれた。 

 鹿児島県師会の分科会では「HTLV－１関連脊髄症の診

療とリハビリテーション」について大勝病院脳神経内科医

師松崎先生による学術講演が行われた。原因不明の難病で

あり自己免疫疾患を合併し自律神経にも関与し下肢の筋麻

痺から完全麻痺、下半身の痺れと痛みを伴い歩行障害から

寝たきりになることも多い疾患、また、排尿障害など泌尿

器科の症状も出現するといわれている。この治療に現代医

学的投薬に加え鍼治療や低周波治療といった物理療法を含

むリハビリテーションの有効性についてお話があった。 

学術委員会の臨床発表では『脳卒中後の嚥下障害に対する鍼治療』の素晴らしい効果の症例報告。『乳が

ん手術前後の施術の有用性と抗がん剤による副作用への鍼灸マッサージの効果』。『眼科領域での鍼灸治療

の効果についての報告』。この報告は経穴や人体構造を肉眼解剖学的方法で観察しツボは機能的存在と器質

的存在があると提言。医療連携によって高度精密機器を活用し鍼の刺針前後の網膜毛細血管の各層別観察

のデータ報告など医療、医学の発展にも寄与すると

思われる。これらの報告によって臨床の質の向上に

も活用できる大変有意義な発表であった。 

無免許対策委員会＆視覚障害委員会の分科会では

「あはき広告規制と共に考える19条問題」がテー

マで開催。厚労省松田専門官から「あはき及び柔整

等の広告に関する検討会」についての状況報告と進

捗について講演。職業選択の自由と視覚障害者にと

って幅広い方々の健康保持増進、疾病の予防と治療

に係わる職業を守る意見がある今日、「あはき 19 条」を晴盲一体の全鍼師会でどのように捉え、どのよ

うに取り組むべきかが議論されました。 

スポーツ事業委員会では２０２０年東京大会ポリクリニック及びホストタウン対応と今後のスポーツ事

業のあり方について意見交換がなされた。 

地域健康づくり（介護事業）委員会では今年の介護保険制度改定に伴い鍼灸師の機能訓練指導員が認め

られる中、健康寿命の延伸の取り組みをはじめ介護予防の取り組み等、その役割は大きく現在の実務と今

後の役割、そして、業界研修についても議論が交わされた。 

【報告 事務局】 

 

 

 

 

 

 



  

 

会活動・ニュース news 

「安心安全まちづくり京都大会」ブース出展ご報告 

10月5日（金）に地下鉄北大路駅の上にありま

す北文化会館にて開催されました。「安心安全まちづ

くり京都大会」会場にて無料マッサージコーナーを

設営して体験していただきました。 

来場者は、自治体関係者並びに防犯業界関係者や

地域の防犯活動にご尽力されている年配の方が、暑

さの残る中おみ見えになられました。“安心安全”な

鍼灸マッサージをアピールするべくホールへ向かう

エントランスの一角をお借りして、森理事とともに

約10名のご来場者の方々にマッサージを体験して

いただき、多くのご来場者にうちわ・ウェットティ

ッシュを配布して来ました。 

ホールでは京都市長をはじめ、各界関係者の方がご登壇されて順にスピーチをされていました。開場から

式典開始時刻までと休憩時間の間という限られた時間内ではありましたが、京都府・市の関係者並びに出

展されていた関係者の方々へのアピールもでき、斯界の現状を行政の方へも訴えることが出来た有意義な

活動となりました。                         【洛東ブロック 戸中照之】 

 

第18回2018歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 

ボランティアマッサージ活動報告 

 ９月 16日（日）、第18 回2018歴史街道丹後100km ウルトラマラソンゴール会場「アミティ丹後

体育館」にてボランティアマッサージとして、北京都ブロックを中心に有志会員で参加しました。 

12時から開始予定でしたが、ランナーからの要望もあり、少し早く開始し、18時（17時30分受付終

了）で施術終了しました。 

今回もファイテンの協力でメタックスローシ

ョンの提供を受け、マラソンランナーのボラ

ンティアマッサージを合計 266 人実施しま

した。 

下腿部を中心にメタックスローションを塗っ

て擦って終了となりますが、終了後には「あ

りがとうございます。楽になりました。」と多

くのお礼の言葉を頂きました。 

今回は、マッサージ場所が変更となり、通路

で多くのランナーに呼びかけをしました。呼



  

 

びかけの最中に、体調不調で倒れているランナーに対して、応急手当も数回行いました。 

 また、ボランティアマッサージの受付にて、無免許マッサージ啓発のウェットティッシュ配布も実施しま

した。 

北京都ブロック会員 8 名の他にも京都府南部から 6 名の先生に来ていただきました。事務局との交渉・

呼びかけ・受付・誘導・マッサージと各担当の先生の連携があり、前回よりスムーズにボランティアマッ

サージが出来たと思います。 

ご参加の先生、ありがとうございました。              

【北京都ブロック長 伊関修造】 

 

洛中ブロック  

南老人福祉センター健康講話鍼マッサージケアの報告 

１０月１１日（木）１３時３０分〜１４時１５分今年の健康講話は川﨑美和先生による『耳ヨガ』誰でも

出来る１日１分の健康法でした。定員２５名に加えキャンセル待ちまで出る人気ぶりで、講話後に行われ

た鍼マッサージケアの間も川﨑先生に質問や相談をされる方が途切れませんでした。 

鍼マッサージケアも大変好評で、中には昔から来て下さっておられるベテランの先生を指名される受講者

もいらっしゃり、さすが１０年以上続いているイベントだと思

いました。 

中西施設長も喜んで下さり、「また来年もよろしくお願いします」

とのお言葉を頂きました。 

講師の川﨑先生、施術に当たって下さった先生方に感謝申し上

げます。 

鍼マッサージケア後には、近くの洛陽健康倶楽部 中神治療院に

て洛中ブロック懇親会をささやかながら開き、会員の親睦を図

りました。開催にご尽力下さった中神院長はじめ先生方に感謝

申し上げます。 

 

 

 

【洛中ブロック長 吉舎 定良】 

 

法 制 だ よ り    今月の報告 

 

１．指導要請 

（１）京都市 医務衛生課へ５件 

  国家免許者による違法広告 １件 

  国家免許者による違法広告、違法業務の疑い １件 

  無免許者による違法広告 ３件 



  

 

（２）中丹西保健所へ１件 

  無免許者による違法広告 １件 

＊ これについては、中丹保健所から、景品表示法の指導については、消費者センターの管轄になる

ため、保健所では対処できない。と返答があった。 

無免許者による過大広告については、景品表示法に抵触するおそれがあるという表記は、医政関

係主管課長会議資料に記載があるため、今後も保健所への対応を要望します。また、今後は消費

者センターとの協議も進めていく予定です。 

 

２．啓発活動 

啓発うちわ、啓発ウェットティッシュ、啓発チラシの配布 

９月１６日（日）丹後ウルトラマラソン（京丹後市） 

１０月７～８日（土～日）秋祭り（京丹後市大宮町） 

 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

お知らせ・ご案内    information 
平成３０年度第３回生涯教育講座のご案内              

学術部では、平成３０年度第３回生涯教育講座を下記のとおり開催しますので 

会員皆様には万障お繰り合わせの上、ぜひご出席いただきますようお願い申し上げます。 

 

日  時   11月25日(日)  講座１  ９：００～１２：１０ 

                  講座２  １３：００～１６：１０ 

場  所  京都府鍼灸マッサージ師会会館２階会議室 

定  員  各講座３０名 

受 講 料  午前・午後（２部制）各講座  

会員・学生５００円 一般１，０００円 

１． 講座１ 

テーマ「アスリートのコンディショニング」 



  

 

講 師 明治国際医療大学 助教 吉田 行宏 先生 

    講座２ 

テーマ 「ＫＴ ＴＡＰＥの基本 

（Ｗｈａｔ`ｓ ＫＴ ＴＡＰＥ ｐｒｏ？）」  

講 師  はらだ整骨院 院長 

          KT TＡPEマスターインストラクター 

原田 武史 先生                        

講座内容 

１．ＫＴテープとは 

２．ＫＴ ＴＡＰＥの特性 

３．ＫＴ ＴＡＰＥ ｐｒｏのエビデンス 

４．基本的な貼り方（膝・肩・腰・その他） 

５．実技（時間があれば、他の部位も） 

   ※テープを張ります。膝や肩が出せる服装の準備をお願いします。 

※スポンサーのご厚意でテープ代金は無料です。 

参加申し込み先 

本会事務所に住所・氏名・所属をお知らせ下さい。 

電 話 ０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ ０７５-８２１-２３９０ 

締め切り １１月２２日（木） 

日程・演題は、講師の都合で変更する場合がございます。ご了承ください。 

ブロックのイベント参加協力者の募集 

洛東ブロックでは、「ふれあい山科区民まつり」の参加協力者を募ります。 

内  容：マッサージ体験コーナー及び鍼灸マッサージ相談コーナー 

日  時： 11月23日(金曜、祝日)  10：00～15：00 

場  所：山科中央公園(山科中央郵便局、向かい側) 

シ フ ト：全日・午前のみ・午後のみ（都合の良い時間帯をお知らせ下さい。） 

その他:交通費・手当・昼食有り 

今回は『やましな健康フェスタ』として新しい取り組みに参加させて頂きます。 

内容は、ほぼ同じですが、医療関係の方々と同じブースで活動致します。 

是非、参加、ご協力お願いいたします。 

宜しくお願い致します。        

 

                             【洛東ブロック】 



  

 

西京区民ふれあいまつり協力スタッフ募集 

日  時：１１月１７日（土）  １０：３０～１５：００ 

会  場：ホテル京都エミナース及びラクセーヌ周辺 

活動内容：パイプ椅子による座位での無料体験マッサージ（１人１０～１５分程度） 

※申込時に参加可能な時間帯をお知らせください。 

※屋外イベントの為、雨天の場合中止の可能性があります。 

【洛西ブロック】 

 

 

 

 

 

 

日 時：2019年2月17日(日) 10：30～17：00 

会 場：みやこメッセ（左京区岡崎公園内） 

募集人数：はり師１5名、 マッサージ師5０名 

その他受付・誘導等 若干名 

第１回より８年連続で、マラソン終了後のランナー向けに鍼とマッサージの無料体験コーナーを設置して

おります。 

京都マラソンランナーケアは日本でも有数の大規模なケアスペースで、毎年約1000人のランナー

に疲労回復のための施術を行い、例年好評を得ております。一緒にランナーの喜びの声を聞いてみませ

んか？ 

◆ 申込期間 ◆ 

11月 1日(木) 9:00～12月 25日(火) 17:00迄  

期日厳守願います。 
 ◆ 申込方法 ◆ 

申込用紙に必要事項をご記入いただき、会館宛に FAX してください。 

詳細は申込用紙に記載しております！ 【 スポーツケア部 】 

 

 

 

京都マラソン２０１９ 

ケアスタッフ＆サポートスタッフ募集 

 



  

 

国際疾病分類（ＩＣＤ-11）フィールドテストのお願い 

２０１８年６月１８日に世界保健機関（ＷＨＯ）は国際疾病分類の第 11 版（ＩＣＤ-11）を発表し、

初めて伝統医学の分類が導入されました。現在、２０１９年の５月のＷＨＯ総会の採択に向け、その使用

実績が求められています。そこで、日本からの提案として経脈病証に関するフィールドテストをおこない、

来年３月に日本ＷＨＯ国際統計分類センター会議に報告することになりました。 

今回、ＪＲＯＭ（日本東洋医学サミット会議）を主体的に運営しております（公社）全日本鍼灸学会よ

り全鍼師会に依頼があり、支援団体としてＪＲＯＭ鍼灸代表者会議に参加されます。 

 つきましては、当該調査への協力依頼がありましたので、よろしくお願い致します。 

 （補足）～今回の調査では２０００症例以上を目指しております 

＊質問等は、全鍼師会・学術局の小川眞悟先生まで。 

 メール：mdcare@river.ocn.ne.jp   電話：070-5074-6593 

【目 的】鍼灸臨床における ICD-11 経絡病証の使用状況を調査する。 

【対 象】鍼灸臨床において経絡病証と判断できる患者(同⼀患者の同⼀主訴は（１回のみ入力）のうち、

データ提供に同意を得た者 

【方 法】インターネット上での入力フォームにデータを入力する。 

URL https://goo.gl/forms/oVU2zRDW3iXk5EP62 

【期 間】調査期間は10 月1 日〜12 月31 日。 

【項 目】年齢、性別、主訴、病名（必須：経絡病証、任意：西洋医学病名）、 

ICD-11 コード（選択：アルファベットと数字で表記された疾病の分類） 

※今回の調査では経脈病証の使用状況の集計に焦点を当てているため、その他の病証については、記載し

ないようお願い致します。 

【提 出】調査協力者の氏名、臨床拠点(都道府県名)、メールアドレス、所属 

[判断方法]今回は、主訴の部位を基準に、各経脈の流注(走行部位)を参照し、関連の深い経絡病証を判 

断する。 

[入力内容]  （例）年齢 48 歳、性別 女性、主訴 肩痛、診断名 経絡 肺経病証、 

西洋医学的病名 上腕二頭筋長頭腱炎、コードSG２０ など入力 

  多くの症例を蓄積したいと思います。会員のみなさまのご協力をお願い致します。 

 

会員掲示板  

「甲賀5時間＆10時間耐久リレーマラソン大会」 

ボランティア鍼マッサージ参加ご報告 

10月7日（日）は、いつも京都マラソンで協力いただいている滋賀の先生方の応援で、甲賀中学校をメ

イン会場に開催される「甲賀5時間＆10時間耐久リレーマラソン」で鍼マッサージ体験ボランティアに

参加してきました。京都からは吉舎先生（洛中ブロック長）、宮本先生（洛東）、吉田先生（北京都）と私

の4人がお手伝いして来ました。 

奇しくも台風25号の接近で開催が危ぶまれましたが、皆さんのパワーで進路がそれたのか当日は秋晴れ

の中無事開催されました。この大会は、10名迄のチームで一周1.5kmの周回コースを5時間または10

mailto:mdcare@river.ocn.ne.jp


  

 

時間走り続けるリレーマラソンです。1度走ると次の出番迄は時間があるので鍼マッサージに訪れる方も

多く、毎年参加しては鍼マッサージを受けに来られる

コアなファンも多く、スケジュールが過密な競技会と

は異なる雰囲気です。 

逆に誰でも参加しやすいので、普段運動をしていない

方も張り切って走ってしまい足を痛めて駆け込んでく

る方も多くみられました。鍼マッサージのすばらしさ

を体験していただくお手伝いが出来たのではないかと

思います。 

京都マラソンなどの大きな大会はもちろんですが、地

域のスポーツイベントなどでケアブースを設けること

も地元へのアピールになりますので今後ご検討いただくのもよろしいかと思います。 

【スポーツケア部 戸中照之】 

福井国体バドミントン会場鍼マッサージケア報告 

１０月５日（金）・６日（土）神奈川県師会 榎本先

生、東京 成田先生、鈴木先生、滋賀 中西先生と共に

福井国体のバドミントン会場にて福井県師会吉中会長

をリーダーとした鍼マッサージケアに参加しました。 

今回画期的だったのは、地元福井県勝山市の先生方が、

勝山恐竜クロカンマラソン大会の鍼マッサージケアを

長年実施されたお陰で勝山市の国体バドミントン会場

に主催者側のおもてなしとして鍼・マッサージ・柔道

整復専用ブースを作って頂けたことです。これは長年

勝山市行政との信頼関係を築かれた地元福井県師会の

先生方による努力の賜物です。 

お手伝いとして福井県師会の先生方を盛り上げつつ、事故を起こさず次の茨城国体に繋げていきたいと思

ってケアに臨みました。５日（金）は朝８時〜夜８時半まで試合時間が予定より長くなり１２時間半のケ

アになりました。テーピング希望の成年選手にマッサージ→柔道整復師の先生方に連携頂いてテーピング

の後、試合に臨んでもらったり、終了間際にいらした福井県成年男子監督さんが偶然地元県師会先生の中

学時代の数学恩師でその先生のケアが良かったからと仰って他県の監督さんを再び連れて来て下さり、皆

さん好評のうちに終わりました。翌６日（土）も朝７時から我々は昼３時まで、地元の先生方は夕方５時

までケアしました。朝７時半から昨日の監督さんらが再びいらして下さり、ペインスケールも５日、６日

で痛み１０段階の８→５→１と減少し笑顔でお帰り頂けたり、新鮮外傷や内臓疾患の疑いがある選手を現

場責任者→大会本部→救護班の確認→病院受診と連携の手順を踏んで対応したり、国内トップレベルなら

ではの貴重な現場経験を積ませて頂きました。また福井県師会の先生方ともケアの合間に沢山お話し出来

て、真剣な中にも楽しい時間を過ごすことが出来ました。吉中会長には宿泊ホテルの手配や食事等、様々

な心温まるおもてなしを頂きました。有難うございました。福井県師会の先生方とも今後ますます親交を

深めて参りたいと存じます。このような貴重な機会を作って下さった多くの方々に感謝致します。 

【洛中ブロック 吉舎定良】 


