
 

 

 

 

 

 

 

 

会活動・ニュース news 

 令和元年度第１回生涯研修講座報告 学術部 
 

７月2１日（日）福知山駅前「交流プラザふく

ちやま」において令和元年第１回生涯研修講座を

開催しました。「鍼・マッサージ手技療法」をテー

マに鍼灸理論と治療の実技を本会理事の辻村猛先

生、指圧療法の治効理論と実技を全鍼及び本会理

事の森孝太郎先生を講師に迎え１５名の参加者で

行われました。 

実技では、参加の先生数名に腰痛中心に鍼によ

生涯研修講座 in福知山 

 



 

  

るものと指圧による施術を体験していただきました。 

講座内容（臨床４単位） 

日 時  ７月２１日（日） １３：００～１６：１０   

場 所  交流プラザふくちやま ３階ギャラリー（福知山駅北側出口を出て徒歩1分） 

 講 師  京都府鍼灸マッサージ師会理事  

１）漢方・鍼灸理論と治療実技  辻村 猛  先生 （鍼担当） 

２）指圧療法の治効理論と実技  森 孝太郎 先生 （指圧担当） 

第１講の鍼灸理論と治療実技では 1960 年代の中国で行われていた鍼麻酔の歴史と今日の状況を交えな

がら「人が痛みを感じる仕組み」と「初診時に必要なチェックポイント」の講演。刺激量で大切な事は多く

なる治療点を減らすのは大変だが、少ないのは足すだけなので刺激量や治療点は少なくして、足りない分を

足すようにすることが大切。実技では受講者

に浅い鍼と刺激を体験していただきました。 

第２講は「指圧の心は母心、押せば命の泉

湧く」と浪越徳治郎先生の教えを基本に「指

圧」についての講義がありました。指圧刺激

と疼痛コントロール、マッサージとは違った

メカニズムが働くことに触れ指圧の原則と方

法論、そして、その治効理論を学び、実技で

は神経刺激法による体験実技が行われました。 

講義終了後は、北京都ブロックの先生方や

理事の先生方と食事、楽しく有意義な時間と

なりました。 

遠方から参加の先生方ご苦労様でした。 

※ 第1講の漢方・鍼灸理論「ツジムラ流腰痛治療の実際」の講義内容を学術・技術のコーナーに掲載して

おります。是非こちらのコーナーもご覧ください。尚、指圧療法の治効理論と実技の講義内容は9月号

に掲載致します。乞うご期待。                      【学術部長 江田元一】 

■洛東ブロック■ 

 

 

６月２３日（日）１４：００～１６：００山科区の特別養護老人ホーム「東旺苑」にて、入所者、介護職

員の方々へのマッサージ施術を行いました。入所者の方には、「久々に気持ち良かった。」「身体が楽になった。」

と喜んでいただきました。介護職員の方には、日頃の介護疲れからリフレッシュして頂き、マッサージの良

マッサージの巡回施術 山科区の特別養護老人ホーム 

 



 

  

さを伝える事が出来ました。また、啓発活動チラシとティッシュを配布しました。参加会員7名にて受療者

38名。ご参加くださった皆様お疲れ様でした。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 

 

１．指導要請 

（１）京都市医務衛生課へ２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業務の疑い １件 

       

２．法制部小委員会  

  無免許者対策委員会 

  委員長 森孝太郎 

  委員 田中光博、山﨑宣彦 

 

３．無免許者による広告について 

京都府、京都市、消費生活安全センターと協議を行った結果、今後は、無免許者による病名記載等の誇

大広告について、景品表示法に基づく調査、指導を行なっていただけることになりました。 

（※景品表示法の説明、及び、無免許者による誇大広告の取り締まりの流れについては、法制部補足資

料に記載） 

 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

 

お知らせ・ご案内    information 

生涯研修講座開催のお知らせ 

◆第 2 回生涯研修講座 ９月８日（日） 

美容鍼灸とは、鍼灸治療により美容に対する悩みを解決し、様々な症状を改善。 

美容鍼灸と聞くと、顔にたくさんの鍼を刺すもの！というイメージ！？ 

体調が悪いとニキビができたり、肌の調子が悪くなったりした経験はありませんか？ 

心身全体のバランスを整えることで“内からの美”を引き出す鍼灸ならではの「美容鍼灸」です。 



 

  

美容鍼灸を行っていくうえで臨床に必要な知識と施術、リスク管理や注意事項を学びましょう。 

講座２（臨床４単位） 

日  時 ９月 8 日（日） １３：００～１６：１０   

場  所  京都府鍼灸マッサージ師会会館 ２階 

定  員 ３０名 

テ ー マ 「美容鍼灸」  

  講  師 明治東洋医学院専門学校  

                高野 道代 先生    

  参 加 費 会員 500 円 一般 1000 円 学生 500 円 

申 込 先 本会事務所 

電 話 ０７５-８０３-６０７８   

申込み締切 9月５日（木）まで 

◆第 3 回生涯研修講座 ９月 22 日（日） 

野球に限らず、サッカー、バスケ、バレーボール、トランポリン、体操、卓球、陸上、ハンドボールなど

の選手が来院する鍼灸治療院です。（石川県スポーツトレーナー連絡協議会(IST)に所属） 

どうしたら成長期にある選手が怪我なく、悔いなく、クラブ活動や部活動で青春を謳歌することができる

か!試合にベストコンデシショニングで臨めるか、来院されたすべての選手がよりベストな状態でプレーでき

るように取り組まれております。 

コンディショニングづくりとスポーツ障害の鍼灸診療を学びましょう。 

講座3（臨床４単位） 

日  時 ９月 22 日（日） １３：００～１６：１０   

場  所  京都府鍼灸マッサージ師会会館 ２階 

定  員 ３０名 

テ ー マ 「アスリートのコンディショニング」  

  講  師 二葉鍼灸院 院長 

田中 良和 先生    

  参 加 費  会員 500 円 一般 1000 円 学生 500 円 

申 込 先 本会事務所 



 

  

電 話 ０７５-８０３-６０７８   

申込み締切 9月19日（木）まで 

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。 

第3回生涯研修講座の後に田中良和先生を囲んでの懇親会を予定しています。懇親会参加は追って募

りますのでよろしくお願いいたします。 

【学術部長 江田元一】 

 

 

 

 

 

今年度も東洋療法推進大会が開催されます。 

この機会に全国の会員と共に学びましょう。皆様のご参加をお待ちしています。 

【開催日時】 令和元年１０月２０日（日）１２：００～１０月２１日（月）１３：００ 

【会  場】 新横浜プリンスホテル ５F「シンフォニア」４F「若葉」「桜川」  

 

特別講演  市民・県民公開講座 

      日 時  １０月２０日（日）１２：４０～１４：１０ 

      講 師  神奈川県立保健福祉大学 学長 

           公益社団法人日本栄養士会 会長 中村丁次 先生 

      演 題  「未病治と栄養学」～医食同源の実践が世界を救う～ 

      参加費  無料 

分 科 会  保険推進委員会/無免許対策委員会/学術委員会/地域健康つくり委員会/ 

           スポーツ事業委員会/災害対策委員会/視覚障害委員会  

神奈川県鍼灸マッサージ師会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご案内≫ 第 1８回東洋療法推進大会 in 神奈川 

大会テーマ「令和元年 未病治宣言 ～新たな時代へ Let's go Sailing ! ～」 

 

【参 加 費】 全鍼師会会員 10,000円（付添無料） 一般有資格者 15,000円 

       学生：学校申込 2,000円／当日3,000円 特別講演 一般 無料 

【懇 親 会】 ２０日（日）18：30～20：30 参加費 1５,000円 

       会場 新横浜プリンスホテル ５F「シンフォニア」 

【宿  泊】 宿泊料金 お一人様1泊朝食、税金・サービス料込 

 



 

  

NO. ホテル名 
料金 

会場より 
宿泊日 シングル（S） ツイン（T） 

1 新横浜プリンスホテル 
10/19(土) 16,000 12,000 会場 

10/20(日) 13,000 10,000 懇親会場 

2 新横浜グレイスホテル 
10/19(土) ―――― ―――― 

徒歩２分 
10/20(日) 11,500 9,800 

3 新横浜国際ホテル 
10/19(土) ―――― ―――― 

徒歩５分 
10/20(日) 15,500 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

※１０月２１日（月）「東洋療法推進大会 in神奈川」終了後にバスツアーを企画されています。 

 

「杉山和一」ゆかりの江の島バスの旅 

新横浜プリンスホテル前（１２時３０分発）→江の島（１３時３０分着）杉山和一墓所ご案内（江の島駐車

場から墓所までは階段があります。）江の島観光（１５時３０分発）→新横浜駅（１６時３０分～１７時着） 

※ご希望者によって羽田空港へ直通の京浜急行の駅にお送りする事も可能です。 

崎陽軒シウマイ弁当付 参加費4,000円（お一人様） 

定員２７名（先着順） 

【お申込み先】（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会あてに氏名・住所・生年月日・連絡の取れる電話番号・

京浜急行の駅で下車したい場合はその旨をご記載の上、FAXにてお申込み下さい。FAXの受信時間による

先着順とさせていただきます。 

（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会  FAX ０４５-２４２-７７９１  

 

●杉山和一プロフィール 

杉山和一は、視力障害というハンディを乗り越え「管鍼法」を考案し、現在の鍼灸術を確立させた新興の祖

です。５代将軍綱吉の病を鍼術で治し、関東総検校と医官としての最高位の権大僧都に任ぜられました。 

江戸本所一つ目に土地を拝領。鍼治講習所を開き、多くの門下生を養成しました。 

 

 

 

 

【参加費補助について】 

 ・ 大会参加費、宿泊費、交通費 → 予算の範囲内で半額を上限と致します。 

【申込期間】令和元年8月1日（木）～8月2６日（月） 

【申込方法】参加を希望される方は事務所まで申込書をご請求ください。  

【お問合せ】 申込みについて…（公社）京都府鍼灸マッサージ師会  

 TEL：０７５-８０３-６０７８ FAX：０７５-８２１-２３９０ 

 



 

  

 

 

日 時： ９月１４日（土）１３：００～１５：００ 

場  所： 京都市左京老人福祉センター 

内  容： 健康教室 「はりきゅうマッサージで健康寿命を延ばしましょう」 

      体験施術  はり・マッサージの無料体験 

参加可能な会員の先生方よろしくお願いいたします。 

協力者人数の確認をしますので参加協力できる先生方は会館事務所へ８月３０日（金）までに連絡お願い致

します。 電話 ０７５-８０３-６０７８                  

【洛北ブロック 北川忠史】 

 

 

 

 

日   時：9月15日（日）11：00～18：30 11時までに集合  

11時30分ボランティアケアマッサージ開始予定 

場   所：京都府丹後市網野町アミティ丹後 体育館 

内   容：100ｋｍ2600人 60ｋｍ1400人  

    過酷なマラソン選手のボランティアケアマッサージ 

持ち物：マット用タオル・マッサージ用タオル・消毒関連・他各自施術に必要と思う物 

    マットを使用予定なので、膝あて等必要な人は用意して下さい。 

 今回から大会用Ｔシャツとお弁当の支給有り 駐車には許可証必要（郵送します。） 

※大会主催者と詳細協議中の為、変更事項がある場合は参加者に後日お知らせします。 

問い合わせ先：伊関 

申込み先：京都府鍼灸マッサージ師会 

電話 ０７５-８０３-６０７８  ＦＡＸ ０７５-８２１-２３９０ 

申込み締切： 8月８日（木） 

 申込みの際に、交通手段（自動車＆バイクの有無）・Ｔシャツのサイズもお伝え下さい。 

【北京都ブロック長 伊関修造】 

 

 

 

日頃より会員の皆様には会運営にあたりご尽力賜り頂き誠にありがとうございます。今年度より保険部長

を拝命しました森と申します。どうぞ宜しくお願いします。 

保険を使った訪問マッサージ業において、その目的は様々だと考えます。本来の目的であるマッサージも

あれば、可動域訓練を必要とする患者、ADL の向上を目指し機能訓練的な要素を含めた施術等。患者のニ

ーズもさることながら、医師またはケアマネジャーからのニーズも重要な要素となってきています。医師か

らするとおそらく、機能訓練ができる訪問マッサージを重要視するのではないか。退院後の日常生活を充実

させる上では機能回復の重要性はその患者の生活に最も重要なものになるのではないかと考えられます。 

■ 洛北ブロック府市民健康教室 協力会員募集 

 

■ 第19回丹後100ｋｍウルトラマラソンマッサージ 

ボランティア参加者募集 
 

◆ 保険部小委員会メンバー募集！！ 

 



 

  

また保険請求も受領委任払いと変わり提出書類も多くなってまいりました。特に医師、ケアマネジャーと

の連携を行う上で重要なものとして施術報告書の作成もあり、この作成については苦慮する保険部員も数多

くみられると思います。さて、そこで今年度の保険部小委員会設置にあたり、新しい試みを考えております。

それは機能訓練ができて理学療法士レベルで施術報告書を書くことができる施術師の育成を考えております。

年間を通じてカリキュラムを作成し、大学の教授や理学療法士の団体、ケアマネジャーの団体と連携を取り

ながら様々な疾患の機能訓練と報告書の書き方講習を行いたいと考えております。このカリキュラムに関し

ては学術部との連携も考えておりますが、保険部員の中でご興味のある方数名と一緒にカリキュラムの作成

をしたいと考えております。この講習を受けることで何らかのメリットが生まれるように医療・介護団体と

の連携が取れるように努力したいと考えております。スキルアップのために一肌脱ごうと思っている保険部

員のみなさん、一緒に立ち上げから頑張ってみませんか？興味のある方は会館迄お申し込みください。 

【保険部長 森 孝太郎】 

 

 

 

 

 

  半年払いの会費納入の先生方は１０月が引き落としになります。 

半年払いの会員の先生方は会費が滞ることがなきようご配慮を宜しくお願い致します。 

また新たに、半年払いの会費納入に変更される方は９月１３日（金）までに事務局へ申請して下さい。          

【財務部】 

 

学術・技術     Academic & Technical skill 

  第１回生涯研修会 in 福知山の講演から 

４０年の経験から私流の「腰痛治療の実際」             

公社）京都府鍼灸マッサージ師会理事 辻村 猛 

 

鍼灸治療を始めて４０数年、自費治療以外の経験の無い私のたどり着いた結論は、たどり着くのに３０年

ほど掛かったが、『気持ちの良い鍼治療をして、その場で確認できる効果を出すこと』  

これに必要なことは、「殆ど切皮のみの刺鍼で丁寧な後柔」です。雀啄は全く必要なく、置鍼及び深刺は本当

に必要な時のみで事足りるということです。それだけ人の体の反応は素晴らしいということと鍼術が考え出

され進歩してきたバックグラウンドが人の体の変化も含め、現在と全く違うということと考えています。 

 

１９６１年に中国が「鍼麻酔」を発表、以後世界中の大学病院で、ツボは存在するのか？経絡の存在は？

本当に麻酔は可能か？等々１９８０年頃まで研究され続々と研究結果が発表されました。《日本では１９６０

年に国内でですが西山秀雄Dｒが和痛分娩を発表されていた。》 

【中国側の背景として】 

会 費 納 入 に つ い て 



 

  

毛沢東の紅衛兵の時代で、はだしの医者等の即席鍼灸師の育成とか、当時の主流の高純度のエーテルの入

手問題とかがあったのではないかと思われる。   

世界中の大学病院での研究結果をまとめると大雑把に以下の通りです。 

＊ツボの存在及び経絡の存在は、生理学的にも解剖学的にも証明出来なかった。 

＊地球上の国、地域、人種、男女等々に関係なく、鍼の効果の全く出ない人が１～２％いることが判明。 

＊鍼麻酔の確認は出来たが、麻酔効果が刺鍼後出るまでに要する時間はほとんどの場合３０～５０分ほど要

した。 

＊鍼麻酔効果は人によるばらつきが大きすぎた。 

＊刺鍼後、脳内で脳内モルフィネと言われるβーエンドルフィン、エンケファリンの増加が認められた。 

＊刺鍼後の皮膚表面温度の上昇がサーモグラフィーで確認された。 

＊鍼麻酔手術後は、麻酔剤の為の筋肉や血管腸管等の弛緩が無いので、回復経過が良かった。 

等々ですが、費用対効果の問題もあってか鍼麻酔は自然消滅した。 

初診時の腰痛患者に必要な事 

「急性か?」「慢性か?」「何時から」「どの部分が」「どのように痛むか?」「その時の姿勢は?」私の場合は軽

い急性の痛み以外は、特に慢性の痛みの方の場合は先に整外の受診を勧め、出来る限りMRIかCTの結果を

聞くようにしている。 

「単なる腰痛か？」「坐骨神経痛を発症しているか？」「坐骨神経痛なら知覚神経か運動神経に異常が無いか？」

「ヘルニヤか脊柱管狭窄か？」 

腰痛の場所は「１側線上か２側線上か？」「それ以外のどの辺り？」「督脈上か？」 

病人其々に必要な「刺鍼の刺激量は違う」ので、刺鍼の刺激量で大切な事は刺激の多すぎるのを減らすのは大変

だが、少ないのは足すだけなので刺激量は必ず少ない目少ない目にして、足りない分を足すようにすることが肝

要です。 

四総穴から、足三里、委中、陽陵泉は必ず使用し、地機と陰陵泉多用（以前は三陰交に反応の有ることが

多かったけれど何故か最近は地機に反応出るのが大多数）。 

腰痛治療の要は膝から下をきちんと緩めることが肝要と考えている。腰を痛めると膝でバランスをとるので

膝周りを緩めることが大事。 

 

今、WHOが中医学を、

日本的漢方の世界のス

タンダードに決めまし

た。この中医学と我々

の知っている日本の漢

方とは全く別のもので

あるとういことを知っ

ておいてください。 

例えば、陰虚の意味で

すが中医学の陰虚と日

本の陰虚ではほぼ正反

対を意味します。 

 

痛みの発生機序（体はどのようにして痛みを感じるか） 



 

  

痛みは、体が発する危険信号である。 

痛みには、体性痛（表面の痛み）と内臓痛が有り、体性痛は鋭い痛みで局在場所が特定でき 、内臓痛は鈍痛

で局在場所が特定しにくい。また、痛みには急性痛と慢性痛が有り、慢性痛は怪我等が治癒しても継続する

ので、今回は急性痛を主とした説明をする。慢性痛には例えば、帯状疱疹後の疼痛等々がある。 

生体に対し外部からの、機械的、化学的、冷熱的刺減により其々の組織が破壊されると、血液中のH＋・K＋

や肥満細胞からはセロトニン、ヒスタミンが線維芽球からはプロスタグランジンが、また免疫細胞からはサ

イトカインが其々放出される。これらの破壊細胞等からの放出された物質が機械的刺激はAδ受容体※1及び

C線維受容体(ポリモーダル受容体ともいう)に、化学的刺激と冷熱的刺激はC繊維受容体に作用して電流を

発生する。この電流が有る基準以上に高くなると受容体～脊髄後角～視床～大脳皮質と伝わり、痛みとして

認識する。 

非常にザックリ表現すると血液がある一定速度で流れている間は何も感じないが、流れが相当遅くなったり、

滞ると発痛物質といわれるセロトニンやサイトカインが受容体に結びつき痛みを感じる。この受容体の種類

と量及び発痛物質の量により大雑把な痛みの程度が決まる。基本的に内臓には受容体が少なく、全くない内

臓もあるので痛みを感じにくくなっている。また、体性痛と内臓痛では鎮痛剤の種類が異なる。 

 

※1 神経線維  Aδ線維は、高速。 C線維は低速 

 

森先生の講義「指圧理論と実技編」「痛みの鎮痛作用」については９月号に掲載予定です。 

ご期待ください。                                【 学術部 】 

会 員 掲 示 板  

認知症不明者１万７千人と発表の中、多職種連携の取り組み 

６月２０日（木）高野地域包括支援センターの呼

び掛けで「認知症を学び地域で支えよう」と認知症

サポーター養成講座を開催しました。参加は左京区

の地域包括センター、社会福祉協議会、京都福祉サ

ービス協会はじめ近隣のグループホーム、居宅介護

支援事業所、医療介護サービスセンターのケアマネ

さんや社会福祉士の方など１１名、左京の鍼灸マッ

サージ師会の先生方７名と交流し多職種連携の第一

歩となりました。 

 認知症の基礎学習から高齢の方や認知症の方が安

心して暮らせる地域づくりを目指し私たちのできることをディスカッション。施設や介護事業を知り利用す

ること、認知症の行方不明にはSOSネットワーク登録など学びました。 

 参加された介護職の方々からは地域の鍼灸マッサージの先生方と交流できたこと大変喜んでおられました。 

                                  【洛北ブロック 江田元一】 

 

 



 

  

 
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ます。 

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） 

情報量はA4サイズ1枚程度で写真はメイン１枚その他３枚掲載が可能。 

治療院紹介文は 300字 

治療内容、サービス文 500字 

料金案内文 ５００字 

ご希望の方は会報１月号同封の用紙にてお申し込みください。 

作成は協力させて頂きます。問い合わせは会館事務所まで 

【広報部 ＩＴ委員会】 

交通事故防止府民運動式典参加報告 

７月１９日（金）船井郡京丹波町の「道の駅 京丹波 味夢の里」にて開催された交通事故防止府民運動式

典が開催されました。近畿運輸局京都運輸支局、（一財）京都府交通安全協会、京都府公立学校長会、（一社）

京都府バス協会、（一社）京都府トラック協会、（一社）京都府タクシー協会などの交通対策協会や、洛和会

ヘルスケアシステム、セコム株式会社、京都トヨタ自動車などに加えて我々京都府鍼灸マッサージ師会もサ

ポート事業所として参加しました。 

京都府知事、京丹波町町長、南丹市市長、警察代表が挨拶され、可愛い須知幼稚園の皆さんが交通安全宣

言を行い、その後京都府警察音楽隊の演奏にカラーガード隊が花を添えました。 

第二部では交通安全のための車両出発式予定でしたが雨天のため中止になりました。交通安全のためのノ

ンアルコール飲料含めたグッズを道の駅にいらっしゃる一般の方々に参加者全員で配りました。 

四条烏丸にある自分の治療院から往復９８kmの距離を原付バイクで約３時間かけて移動しました。 

 

前脛骨筋、長短腓骨筋、僧帽筋上部、上腕三頭筋、前腕伸筋群、前腕屈筋群に筋緊張が継続したことによ

る疲労を感じ、セルフケアにて２日間で戻しました。                

【洛中ブロック 吉舎定良】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


