
 

 

 

 

 

 

 

会活動・ニュース news 

◆あはき療養費算定額が改定されました◆ 
改定率  ０．４４％       

   令和元年度におけるあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定率については、本年１０月に予定

されている消費税率の１０％への引上げに伴い、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう施術所における経費

の増加が見込まれることから、診療報酬における消費税対応分の改定率等を踏まえ決定しました。 

従前の施術料金等を下記のとおりに改め、本年１０月１日以降の施術分から適用されます。 

 

改定の内容      

あんまマッサージ指圧、はり・きゅう療養費の前回（平成 26 年）の消費 税改定も踏まえ、以下の施術

料金への上乗せを行う。 

第２回生涯研修講座 健美鍼灸 
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【あん摩マッサージ指圧】 

 現行 改定後 

温罨法 80円 110円 

温罨法＋電気光線器具 110円 150円 

変形徒手矯正術 780円 790円 

 

【はり・きゅう】 

 現行 改定後 

初検料（１術） 1,610円 1,710円 

初検料（２術） 1,660円 1,760円 

施術料（２術） 1,580円 1,590円 

施行日 令和元年１０月１日  

詳細は厚生労働省または本会HPを参照ください。 

厚労省・・・https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html 

本 会・・・https://ksmk.jp/topics/2019/09-18-10.html 

 

◇第２回生涯研修講座 「健美鍼灸の理論と実践」 開催◇ 
9月8日（日）京都府鍼灸マッサージ師会会館

において『健美鍼灸の理論と実践「～疎通経絡健

美法～」』と題し研修が行われました。講義は美容

鍼灸をとりまく研究報告や効果、美容、美顔のみ

でなく東洋医学からみた鍼灸の役割を考えた健康

美容法が紹介されました。ツボの選択は『霊枢』

の「根結編」や「経脈編・経別・経筋偏」の運用。

表情筋としわの関係などを学んだ後、取穴と運用

（これらはマッサージ施術にも応用可能）とリス

クマネジ

メントを

教授。実技では診療する上で重要なポイントとして予約時から施術

の前、中、後の確認事項、「鏡評価と前後評価」などを学習。休憩を

挟んで会場からの被験者に美顔の手技を受けて頂きました。 

男性の被験者は手鏡で術前、術後をチェック、目尻の高さ、口角

やほうれい線の変化に、女性の被験者は耳鍼のみでも表情筋に変化

が現れると「ほんまや・・」と驚いていられました。 

東洋医学を活用して心も身体も健康にして本当の美顔術となる。美容整形のクリニックとも違う健美鍼灸

を学び大変勉強になりました。 

参加人数：２１名（会員１４名  一般６名 学生１名）                    【 学術部 江田元一 】 
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◇◆「府市民健康教室」 京都市左京老人福祉センター◆◇ 

９月１４日（土）１３時より京都市左京老人福祉センターにおいて

府市民健康教室を開催しました。 

「はりきゅうマッサージで健康寿命を延伸」をテーマに平均寿命と健

康寿命のはなし。加齢とともにすすむ足腰の痛み、筋力低下や骨の問

題に鍼灸やマッサージを活用して「フレイル」の悪循環から脱却しま

しょうというもの。３０名の地域の皆さんが参加され「はりとマッサ

ージ」を体験していただきました。 

 参加の方からは「このように資格を持った先生にお願いするにはど

うしたらいいのですか」「主人の訪問マッサージを受けるにはどうした

らいいのですか」と相談される方、また、施設の方からは健康教室へ

の応募が多くてずいぶんとお断りした方がおられるとのことで継続を

望むとのことでした。 

 お忙しい中、協力参加の先生方、会長はじめ、下京区からも駆けつけていただき無事終了しました。本当

にありがとうございました。 

  【 洛北ブロック 】 

 

 

 

 

 ９月１５日（日）、第１９回丹後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を実施しました。 

参加会員は、北京都ブロックから足立・大

槻・片野夫妻・廣瀬・吉田・伊関、京都市

内から、朝田・戸中・宮本・山内、会員外

では滋賀県から中西（敬称略）計１２名が

参加しました。 

１１時３０分から開始、１８時終了（１７

時受付終了）で ボランティアマッサージ 

を実施しました。 

今回もファイテン様の協力でメタックスロ

ーションの提供を受け、合計２１８人に実施しました。 

終了後には「楽になりました。明日から頑張れる。来年も実施して下さい。」等の多くのお礼の言葉を頂き

ました。 

 また、受付にて、無免許マッサージ啓発セットの配布も実施しました。 

第１９回丹後１００kmウルトラマラソン 

ボランティアマッサージ参加報告 

洛北ブロック 
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今回から、ボランティア用スタッフＴシャツ・帽子・弁当を支給して貰いました。ボランティアスタッフと

してより一体感が増したと思います。 

ご参加の先生方、ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。 

 

【京都北ブロック長 伊関修造】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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業務、違法広告 ２件 

２．会員外の方から情報提供、要望がありました 

情報、要望内容 

フォーシーズンズホテル、ホテルユニゾ京都四条烏丸、ホテルリソルグループ（３）、ソラリア西鉄ホ

テル京都プレミアに於いて、無免許者がマッサージを行っているため、ホテルに資格のある方に依頼す

るような文書等を出してほしい。これらの特定のホテルだけに出すのはおかしいので、京都府全体に出

してほしい。 

以上の件について 

本会から情報提供があったホテルへ文書を出すことは可能であるが、全体となると、京都市内だけで

約2300 件、京都府全域では約3000 件あり、それらに出すにはかなりのコストを要する。本年度は

その予算を取っていないため、京都府全体へ出すことは難しい。 

今回の件については、近日、全鍼師会と厚労省の協議があり、その件を伝えることにしました。 

次年度、京都府全域のホテルへ通知が出来ることを協議していきます。 

 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

今月の法制部報告 
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お知らせ・ご案内    information 
 

令和元年度 中央学術大会開催のお知らせ 

日 時  １１月１７日（日）１０：００～１６：１５ 

場 所 京都社会福祉会館 第５会議室         

テーマ 現代社会における鍼灸マッサージ師の役割       

定 員  100名 

午前の部  受付時間  ９：３０～   開講式 １０：００～  公開講座１０：３０～ 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

  

 

午後の部 １３：００～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今話題の筋膜リリースについて！！ 

 

講 演１．府市民公開講座  （医学教養２単位）無料 

「たった3分で肩こり＆腰痛が劇的に解消される筋膜リリースのやり方 」 

    講 師  首都大学東京 健康福祉学部 理学療法科 教授 

 竹井 仁 先生 

 

今年５月全日本鍼灸学会愛知大会「女性医学と鍼灸の役割」でも話題!! 

 

教育講座 講 演２．（臨床２単位） 

    「 不妊症の鍼灸治療 」 

         講 師   明治国際医療大学 講師 

            田口 玲奈 先生 

 

この度、講演依頼の難しい先生方をお呼びすることが出来ました。 

この機会にぜひご参加ください。より多くの知識を会得して頂きますようご案内申し上げます。 
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◆◆洛中ブロック府市民健康教室→鍼マッサージ体験協力会員募集 

日 時：１０月３１日（木）１３時受付開始１３時３０分健康教室講話１４時１５分鍼マッサージ体験 

場 所：京都市南老人福祉センター１階 

講 師：中井 尚先生 

主 題：呼吸とストレッチ  誰でも気軽に出来る関節ストレッチと最新の呼吸法 

現在体験鍼・マッサージにご協力頂ける先生を募集しております。 

申込締切日：当日まで可 

持 ち 物：鍼は実費500円支給しますが、先生ご自身のものを用意してください。 

マッサージは手ぬぐいが必要な先生はご自身でご用意ください。    

【洛中ブロック長 吉舎定良】 

 

 

 

 

◆◇洛東ブロック 老人ホーム巡回施術の参加協力者の募集◇◇ 

日 時：10月２０日（日）13時～１５時 

場 所：養護老人ホーム洛東園にて巡回施術を致します。 

皆様のご参加お待ち致しております。 

申込み先：本会事務所 ０７５-８０３-６０７８           【洛東ブロック長 大杉芳正】 

併せて１月３０日（木）上京老人福祉センター、３月５日（木）中京老人福祉センタ

ーでの健康講話講師および体験鍼・マッサージにご協力頂ける先生を募集中！！ 

なかなか聞けない鈴木先生の講義と実技が研修できます!! 

 

 講 演３．（臨床２単位） 

「体幹と骨盤の評価と運動療法 」 

    講 師   関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室 

          神経病研究センター 教授  

鈴木 俊明 先生 

 

 参加費：京都府鍼灸マッサージ師会会員 １，０００円 一般 ２，０００円 学生 ５００円 

※午前の部は無料一般公開講座です患者様、府市民への呼びかけをお願いいたします。 

※日程の都合で講師・テーマの変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。 

※お申込み問い合わせ先 師会事務所  ０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０  
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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】 

 

学術・技術   Academic & Technical skill 

◆臨床相談室 ～教えて下さい！！～ 
 

学術部に質問が寄せられました。学術部で検討した結果でお答えします。 

                 これ以外の回答（寄稿）をお待ちしております。 

Q１）耳鳴りの患者さんを治療していますがなかなか症状が取れません。治療する上で確認しなければなら

ないことを教えてください。また、それがなぜなのか教えてください。マッサージ施術はどのよう

に？ 

A）耳鳴りの治療報告と追試のお願いとして2018年12月号、2019年2月号の６ページに掲載されて

いますが、左右の耳の反応点を探索し耳鍼を行う治療経験が記されていますので参考にしてください。 

 基本的には耳鳴りの原因と症状を把握することが大切です。 

 耳鳴りが片方なのか両方なのか、音の質としてキーンと高い金属音かザーザーと低い音か、めまいの有無、

自分の声が響く、頭痛、全身症状などで突発性難聴、メニエール病、老人性難聴、耳垢栓塞、耳管狭窄、

内耳や脳の問題などの判断材料となります。もちろん画像診断が必要なものもあるでしょう。東洋医学的

には細かい傷病名は問われませんが、四診で病因と治療の方針を決定します。紙面の関係で簡略したもの

になりますが、古典では、陰陽、虚実、病位「表裏・半表半裏・裏証」「気・血・水」や臓腑と経絡の流注

（腎経、胆経、三焦経、小腸経）を考慮し証立てして取穴や投薬が決まります。中医では虚実に分けられ、

肝胆火旺で少陽の経気が閉塞、痰阻鬱結により耳竅がふさがるものが実証で、腎精虚損や脾胃虚弱で精気

が耳に上がらないものが虚証に属します。このように肝、腎、脾が関与。肝火上炎（肝）、痰火鬱結（湿・

痰）、腎精虚損（腎）、脾胃虚弱（飲食労倦による脾胃の損傷虚弱）として治療方針が決定します。 

 いずれにしても流注から考え、『足少陽胆経』、『手少陽三焦経』、『足少陰腎経』、『手太陽小腸経』を使用す

ると思います。しかし、古典には手の陽明大腸経の商陽も耳鳴りに効果があると記され、一概にこの経絡、

このツボということにはならないと思います。 
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  マッサージ施術においては頸部や肩のこりが大きく影響すると思います。本来は肩こりの原因を取り除

くことが大切でしょう。経絡の異常もあるかと思いますので問診から導きだせば、特に問題の経絡が判明

すると思います。 

Ｑ２）肝臓の数値が高い人に対する治療としてどのようなマッサージをすればよろしいですか？ 

Ａ）肝臓の数値が高いとはどのような項目の数値でしょうかγ－ＧＴＰならお酒を止めたら下がると思いま

すし、ウイルス性肝炎なのかはっきりした方がいいと思います。東洋医学でいうところの肝虚なのか、

中医学的に捉まえる肝の病態（肝気鬱結証、肝火上炎証、陰虚陽亢証、肝風内動証）等不明ですが何故

肝機能検査に異常が出ているのか再検査をおすすめします。 

現在、西洋医学的製剤でいいものが出ていますのでそちらに任せるのもいいかと思います。マッサージ

を行うのであれば、背部の肝兪付近がいいのではないでしょうか。肝経や腎経のマッサージもいいでし

ょう。                                       

【学術部】 

会員掲示板  

 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 生涯研修会報告書 

８月２５日（日）１２時３０分～１５時４０分、昭和町の大阪府鍼

灸マッサージ師会会館において東京大学医学部附属病院リハビリテー

ション部鍼灸部門主任 粕谷 大智先生の講義を受講しました。粕谷先

生は脊柱管狭窄症の手術適応患者１７名に対して実際の手術中下腿の

経穴陽陵泉すぐ下に存在する浅腓骨神経刺激ポイントに左右鍼を打ち

雀啄を１分間ずつ行って腰部クモ膜下腔内神経における血行動態の変

化を接触型拡大内視鏡により血流および赤血球移動量を測定され、７

割の患者に血流量および赤血球移動量増加が見られた＝打鍼により末

梢神経・脊髄神経ともに血流量の増加が見られることを実証されまし

た。第１講座ではこの浅腓骨神経刺激ポイントへの施術のほかバラン

ス機能向上を目的とした足底部固有感覚(メカノレセプター)の灸刺激、腸腰筋および内転筋群の筋緊張緩和、

多裂筋の６つの走行に対するアプローチなど脊柱管狭窄症に対する様々な施術を説明してくださり、実技も

それぞれに披露されました。一つ一つの施術にエビデンスがあり、また説明も大変分かりやすいものでした。 

休憩をはさんで第２講座では顔面神経麻痺(ベル麻痺、ハント症候群など)の治療の従来と最新の考え方比較

や、予後良好・不良の見極め方、後遺症について、顔面筋の特徴、後遺症に対するセルフケア、鍼灸臨床に

おける予後不良患者の治療、後遺症を有する患者の鍼治療についてなどが講義とともに実技も披露されまし

た。なかでも麻痺スコア(４０点法)が１０点以上で麻痺以外の症状が無く、糖尿病など基礎疾患が無ければ

特に何もしなくても治癒する確率が高いことが分かってきたこと。顔面筋への粗大な随意運動や通電治療は

むしろ後遺症を助長させる(美容を目的とした顔面筋や顔面神経への通電治療も同様に要注意)ということが

分かってきたことに驚きました。私は顔面神経麻痺の方に施術した経験はありませんが、学校などで習った

際にはある程度の筋収縮を促すことが寛解方向に向かうと理解していたため、施術が正反対の方向に変わっ

ているのだと知りました。 このように最新の施術と、そのエビデンスを明解に説明してくださった粕谷先

生に深く感謝申し上げます。また、準備してくださった大阪府鍼灸マッサージ師会の先生方にもお礼申し上

げます。これからも、このような機会を逃さず精進して参ります。    【洛中ブロック 吉舎定良】 
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令和元年度スポーツ鍼マッサージ指導者育成講習会報告書 

 ８月３１日（土）、９月１日（日）の２日間、横浜市技能文化会

館２階ホールにて令和元年度のスポーツ鍼マッサージ指導者育成

講習会が行われました。私はA級更新のために３０日から前泊し、

３１日（土）全ての講習と懇親会、９月１日（日）１限目のみ講

習してきました。 私が受講した講師の先生方はスポーツドクタ

ー、医学修士、現役車いすラグビー日本代表選手、近畿大学生物

理工学部准教授、全鍼理事というそうそうたる方々でした。 

スポーツドクターの黒木先生はご出身が今回豪雨災害被災地の佐

賀県でいらっしゃるため、４限目を１限目に変更し講義後すぐ佐

賀に向かわれました。女性アスリートの三主徴など女性アスリー

トのための健康管理について教えてくださいました。医学修士の

山本先生は検査の測定評価の分析は出来るだけ早くまとめ、フィ

ードバックし、指導者・競技者・競技者家族の間で共有意識を持

つこと。そのためには分かりやすい表現が必要であることを教えてくださいました。現役車いすラグビー日

本代表選手の若山さんは日本代表トレーナーの鍼灸師の先生と一緒に登壇され、車いすラグビーが４名対４

名でバスケットコートを使い行われることや、車いすラグビーの魅力、試合出場選手は障害レベルの合計ポ

イントが４人で８.０となるように調整して選手交代が行われることなどを教えてくださいました。朝日山理

事は各県師会の先生方に国体・インハイ・ねんりんピックへのケア参加を促し、スポーツ・災害・介護が密

接に関係していることを教えてくださいました。また９月１日（日）１限目の近畿大学生物理工学部谷本准

教授は、様々なトレーニングは実効あるものでないと意味が無いことを筋電図データやご自身のウェイトト

レーニング経験も踏まえて教えてくださいました。 ３１日（土）講習後の懇親会では、各県師会の先生方

と情報交換し、またさまざまな行政への取り組みや障害者スポーツ協会に対するケア活動のアプローチなど

有意義な話をたくさん伺えました。１年継続のため、毎年有意義な講義を聞け、また多くの先生方と情報交

換出来ることが楽しみな講習会です。京都からも北ブロック吉田先生、柏木先生、洛南ブロック清水先生が

受講されていらっしゃいました。京都のスポーツに関わる先生方、ご機会が合えば是非一緒に勉強して参り

ましょう。                              【洛中ブロック 吉舎 定良】 

自分治療 

 ４月に８０歳の誕生日を迎えた。傘寿になった昨年１月よりベッドの側に鍼のセットを置き目覚めると、

自分の体にハリを打つことを日課とした。 使用鍼は、寸３、寸６、２寸、３寸。自分にハリを打つことに

より患者さんからの情報だけではなく色々な発見ができた。 

 腹部に３寸、１０番を刺入した時のヒビキは、寸３、３番のハリでは経験出来ないものである。 

 患者さんにも弱刺激を好む人、強刺激を好む人色々だが、自分の身体に細い、太い、浅い、深いハリを色々

経験させて効果を見てみるのは面白いもの。 

 若い時には関節の動きも良く自分の身体の心配もしないで済んでいたが、これからは修理、修繕が必要？ 

 築８０年の家と同じでメンテナンスさえしっかりやれば、あと１０年は持つかも。 

【洛東ブロック 久保三徳】 


