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会報ヘッドライン ２月号 
 

 

蘆山寺（上京区）節分会 追儺式鬼法楽（通称：鬼おどり）。令和3年は中止となりました。 

 

ニュース news ・ 会活動 

第２回部局長ブロック長会議開催報告 

1月17日（日）、定例理事会の日の午前、各部局長、ブロック長にお集まりいただき、令和2年度 

下半期の総括と令和３年度の事業案並びに予算案を提出していただきました。コロナウイルス感染症の影響

で緊急事態宣言下でもありましたので、リモートでの出席も準備した上での会議となりました。 

2年度の保険部は新設予定でありました「リハビリ医学講座」が開催かなわずでしたので、3年度は実現

に向けて調整されています。 

学術講座は、福知山での生涯研修講座と洛西ブロックでの勉強会にとどまりました。3年度は未だ今後の

見通しが立たないため、保険部との合同も視野に入れて調整することになると思われます。 

各ブロックは 3 年度も 2 年度同様に計画されていますが、行政や地域の判断に従うことになりますので

まだまだ不透明な状態です。 

本会の運営は事業計画、予算に基づいて運営されています。年度中にご意見をいただいてもすぐに実現で

きない場合もありますが、理事またはブロック長にこの時期に間に合うように気持ちを伝えていただきたい

と思います。今後も事業へのご意見、ご参加をお待ちしております。           【 総務部 】 
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第 1回法人化７０周年記念事業実行委員会開催報告 

1月17日（日）、定例理事会の日の午前、各部局長ブロック長会議に引き続き開催されました。 

実行委員長には朝田会長が選ばれ、令和4年度（令和4年4月～令和5年3月まで）の間にどのような

形で開催するのかを協議致しました。来年の春にコロナの影響がどうなっているかは誰にもわかりませんが、

落ち着いているものと期待しつつ、従来の記念式典及び記念冊子等だけでなく、ネットなどを活用して本会

の活動等を上手くアピールし、発信していきたいとのご意見を多く伺いました。 

今後も定期的に開催して参りますので、ご意見等ございましたら理事、ブロック長、事務局へお寄せくだ

さい。 

【 総務部 】 

選挙管理委員会招集・理事改選のお知らせ 

1月17日（日）昨年、定時総会にてご承認いただきました選挙管理委員にお集まりいただき、互選で洛

東ブロック松田陽子先生が委員長に決定いたしました。 

定時総会は5月30日（日）に予定しており、規程に合わせて理事改選のスケジュールを確認いたしま

した。 

主なスケジュールを記しておきます。 

2月 1日（月）  選挙公示日 立候補受付開始 

2月14日（日）  立候補締め切り 

2月20日（土）  選挙公報発送 

3月 1日（月）  投票開始   ～31日（水） 投票締め切り 

5月30日（日）  定時総会 

※新型コロナウイルス等の影響で集会等は変更となる場合がございます。ご了承ください。 

 

定款変更で今回から理事の定数は7名～1５名となりました。投票も郵送だけでなく直接会館の投票箱

にご本人が投票してもらえるように変更しております。今後の案内を良くご確認いただきお間違いのないよ

うにお願いしたいと思います。 

今年度から理事会もコロナ対策の為、リモート会議を取り入れ、遅ればせながら少しずつ IT化を進めて

おります。新たな講習会も始まります。共に運営するための理事が立候補していただけることをお待ちして

おります。 

【 総務部 】 

おんらいん京都マラソン 2021スタート！ 

京都マラソン2021がオンラインでの開催となったことは9月号会報にて報告済みですが、第1回から

マラソン後のランナーケアに携わっておりました本会も、残念ながら今回ばかりは出番がございません。 
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おんらいん京都マラソンとは・・・令和3年（2021年）1月23日（土）0：00～2月21日（日）

23：59の期間内にGPSトレーニングアプリ「TATTA（タッタ）」をダウンロードしたスマートフォンを

所持し、累積で４２．１９５km以上を走って完走を目指してもらいます。 

本会は協力企業としておんらいん京都マラソン及びランナーを応援することにいたしました。 

おんらいん京都マラソンホームページ（https://www.kyoto-marathon.com/）内、バーチャルおこし

やす広場（https://v-okoshiyasu.com/）の協賛企業・協力企業様一覧  ➔ 「協賛企業によるランナー

応援・PRブース」に応援メッセージが掲載されておりますのでご覧ください。          

【 学術部スポーツケア担当 】 

お知らせ・ご案内    information 
 

北京都ブロック総会のお知らせ 

日 時：令和３年３月１４日（日）１２：３０から 

場 所：福知山市石原公会堂２階和室 

問い合わせ先：北京都ブロック長 伊関 

申込み締切：３月８日（月）  

【 北京都ブロック長 伊関 修造 】 

洛中ブロック総会のお知らせ 

日 時：令和３年３月１１日（木）１７：００～ 総会、１７：３０～ 懇親会 

場 所：下京区善長寺町１３９ AMI四条烏丸１階   旨いもん酒場 イロドリ 

  電 話：０７５-７０８-７３３８ 

問い合わせ先：洛中ブロック長 吉舎 

申込み締切：３月１０日（水）               【 洛中ブロック長 吉舎 定良 】 

洛東ブロック総会のお知らせ 

日 時：令和３年３月２８日（木）１１：００～ 

場 所：会館２F会議室の予定 

※詳細は、３月号会報にてご案内致しますのでご承知おきください。  

【 洛東ブロック長 大杉 芳正 】 

※新型コロナウイルス等の関係上、開催の有無を含め変更事項がある場合は参加予定者に後日連絡致します。 

 

北京都ブロック総会・洛中ブロック・洛東ブロック総会の参加申込先 

京都府鍼灸マッサージ師会事務所 

         電話：０７５－８０３－６０７８ ＦＡＸ：０７５－８２１－２３９０ 
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１．指導要請 

（１）山城南保健所  内訳）国家免許者による違法広告、違法業務の疑い 

２．捜査協力   ２年１２月１０日（木） 

右京警察署へ捜査内容に対して、本会の見解書を提出 （森理事） 

２年１２月２１日（月） 

京都地方検察庁へ調書作成協力 （森理事） 

３．捜査状況報告 

 ２年８月に西京警察からの捜査協力を行った件で、捜査状況報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業について 

締切りが近づいております！！ 
 

京都市では、高齢者の健康の保持・増進に役立てるため、満 75歳以上の市民の皆様を

対象に、はり・きゅう・マッサージ施術費の一部を助成しています。健康増進を目的とし

たはり・きゅう・マッサージの施術費の支払いに使用できる１回1,000円の補助（割引）

券がお一人につき４枚交付されます。（1,000円を超える部分は自己負担になります）。補

助券の交付を希望される場合は、申込みが必要です。 

ハガキに住所、氏名、生年月日、電話番号を記入、 

〒604-8571 京都市保健福祉局保険年金課あて郵送してください。 

※ 保険適用となる施術には利用できません。ご注意ください。 

受付期間：令和2年12月7日（月）～ 令和３年 ２月２８日（日）迄 

定員は2,500名（多数の場合抽選） 

多くの市民に利用してもらえるようにアピールをお願いいたします。 
チラシ等がご入用な方は、事務所にご確認ください。 【 事務局 】 

 

◆◆◆  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。 

TEL：075-803-6078   FAX：075-821-2390 
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学術・技術    Academic & Technical skill 

新型コロナウイルス感染症について 

昨年１月に中国で初の死者が報じられて以降、死者数が１００万人に達するのに８ヶ月半ほどかかりまし

たが、その後３ヶ月半ほどで２００万人に達しました。また、変異ウイルスが世界的に広がった先月以降は

増加のペースが加速していて、昨年年末以降は一日の死者が１万５０００人を超える日も出ています。一日

も早く、安全で有効性が明らかになったワクチンや治療薬が使用できるようになることを望んでいます。現

在、海外の３つの製薬会社と契約を結び、日本でも２社のワクチンは、第Ⅰ・Ⅱ段階を兼ねた臨床試験がす

すめられているところです。 

今後、集団免疫 ※１（６０％以上）の獲得と治療薬の開発でCOVID－１９が「怖い病気」でなくなり、

終息を迎えることを念願しております。 

今回は患者様や会員からの質問の多かった検査と免疫について整理してみました。 

 

PCR検査と抗原検査と抗体検査の違いは？ 

 PCR検査 抗原検査 抗体検査 

調べる対象 
ウイルスの遺伝子 

（増幅して検出） 

ウイルス粒子 

粒子上のタンパク質を検出 
ウイルスに結合する抗体 

調べる目的 現在感染しているか？ 現在感染しているか？ 過去の感染の有無 

用いる検体 鼻や喉の粘液、唾液 鼻や喉の粘液、唾液 血液 

感 度 

感染者を正しく陽性と 

判断が７割（感染初期は 

陰性のことが多い） 

PCR検査より低いが抗原量

の多い患者の検出に有効 

感染者を正しく陽性と判断 

するのは約８割（感染初期は

陰性のことが多く、回復後も

陰性化することがある） 

必要時間 

検査機関で４～６時間 

１時間程度の迅速検査も

ある 

医療現場で約３０分 医療現場で約３０分 

メリット 
少ないウイルス量でも 

検出できる 
検査結果が出るのが早い 検査結果が早い 

注 意 
感染初期は時間的空白が

ある 
時間的空白あり 

初期、回復後も陰性化する 

ことあり 
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コロナ禍の報道でよく聞くPCR検査や抗原検査、何がどう違う？ 

 

                  鹿児島病院 緊急特集新型コロナ 久保園先生の解説より引用 

「基本再生産数」と「実効再生産数」とは？ 

基本再生産数について 

感染症に対して免疫を持たない集団において、1人の感染者が新たに感染させる平均の人数のことを基本

再生産数といい、感染症を引き起こす病原体の感染力を示します。人口密度や人の接触のパターンが異なる

とその地域により基本再生産数の値は異なってきます。 

再生産数とは、感染症（菌・ウイルスなど）が持つ拡散力のことで1人の感染者が何人にうつすかという

数値です。たとえば、1人の感染者が3人ずつに感染させると、再生産数は「3」となります。 

しかし、地域差もあり地域によって基本再生産数は異なります。たとえば、自給自足で生活している、隣の

家まで 10km 離れている、他者との交流がほとんどないみたいな環境だと、他者へ感染させる機会が少な

くなり、「基本再生産数」が小さくなります。逆に人口密度が高く、人との接触機会が多い都会では感染リス

クが高くなりますので、ウイルス自体の性能は同じでも、条件によって基本再生産数が異なります。 

実効再生産数について 

「実行再生産数」ではなく「実効再生産数」です。漢字間違いに注意。 

 

ある時点で、1人の感染者が全感染期間に新たに感染させる平均の人数のことを実効再生産数といい、対策

の実行状況により変動します。 

実効再生産が低下する要因には、人々が病原体に免疫を持つこと、人々の行動（手洗いやマスクなどの感

染予防、接触を減らすなど）の変容があげられます。 
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「基本再生産数」がウイルスの「攻撃力」だとすると、「実効再生産数」は人間の「防御力」を差し引いた実

質的な「ダメージ」みたいなものです。たとえば、日本人全員が質の高いワクチンを接種して、全員が免疫

を獲得済みだとします。そういった状況では、ウイルス自体の感染能力が高かったとしても、実質的には感

染が広がらないので「実効再生産数」が「0」になります。 

また、手洗い・うがい・マスクなどの予防行動をすることでも感染確率を下げることができ、「実効再生産数」

が下がります。ウイルス自体の攻撃力を下げることはできないけれど、「人間側の防御力を上げることで対抗

する」というのが現在の新型コロナウイルスへの対抗策といえるでしょう。 

 

免疫について 

私たちのからだは病原体から二段構えの防衛機構で守られている 

私たちの体は２段構えの防御システムを持っています。それが自然免疫と獲得免疫です。病原体が体の外

から中に侵入しようとすると、少なくとも大きな３つのバリアがあります。最初の２つの障壁は自然免疫と

呼ばれるもので、まず皮膚や粘膜に存在する殺菌物質が病原体の体内への侵入を防ごうとします。物理的、

科学的バリアです。そこからさらに内部へウイルス等が侵入してくると白血球の一つである食細胞（マクロ

ファージや樹状細胞）が殺菌性物質を放出し、病原体を捉え食べます。それでも病原体の勢いが止まらない

と次には、血管を介して新たに白血球（特に好中球や単球）を動員します。ここまでが細胞性免疫＝「自然

免疫」として働きます。この自然免疫でウイルスを防げないとウイルスはさらに中に入ってきます。そうす

るともう一つの「獲得免疫機構」が働きます。これは白血球の一種であるリンパ球が主役でB細胞とT細胞

があります。この免疫細胞は「記憶」を持つようになりB細胞は抗体を作り再び侵入してきた敵を記憶して

前より強力に働きます。T細胞はヘルパーT細胞とキラーT細胞に分化し、ヘルパーT細胞は獲得免疫機構

の司令官に相当しウイルスの侵入を感知するとB細胞に指令を出して抗体を作らせます。さらにキラーT細

胞にも指令を出しキラーT細胞を活性化させます。抗体は血中や体液中のウイルスを殺傷し、一方、キラー

T 細胞はウイル

スに感染した細

胞を殺し、両者が

働くことで、から

だからウイルス

が排除されるこ

とになります。 

 

 

 

 

 

宮坂昌之著「新型コロナ７つの謎」より引用 
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 感染あるいはワクチン接種により、自然免疫と獲得免疫が刺激され、抗体とヘルパーT細胞とキラーT細

胞ができ、ウイルスが排除されるのです。 

 

※１：「特定の集団の何割が免疫を得たら感染流行が収まるか」を計算するもので新型コロナでは基本再生産

数（Ro）が2.5だとすると、集団免疫閾値は（1－1／2.5）x100 = 60%となり、6割の人が免疫を保持

することが流行を止めるために必要であることが示唆されます。しかし、ウイルスに対する防御は2段構え

であって、自然免疫と獲得免疫がウイルス排除に関与します。自然免疫も関与すれば接触制限によってR値

が1.2まで下がると、上記の公式で集団免疫閾値は20%以下と考える研究者もいます。 

 

 【 学術部 江田 元一 】 

 

 


